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日本教師教育学会編 日本教師教育学会の25年間の研究の蓄積と最新の知見
をベースに，教師教育の研究と実践と政策に関する概念・
用語を包括的に提示。研究者・大学生・大学院生・教
育行政関係者の手引きとして５部構成98名が分担執筆。

教師教育研究ハンドブック
B5判　432頁　6000円 2735-2　C3037

日本教育方法学会編 日本教育方法学会50年の学術研究の歩みを総括し，
教育方法学研究がこれまでに蓄積した知見を整理し
つつ，学術的に到達した現在の水準を明確にし，課
題，今後の展望をふまえるのに最適。

教育方法学研究ハンドブック
B5判　448頁　6000円 2471-9　C3037

日本ミュージアム・マネージメント学会
事典編集委員会編

博物館の定義や社会との関係性重視のほか，博物館
の資料，調査研究，展示・教育，組織，海外研究な
どの基礎的事項を主体にした構成。「マネージメン
ト」の学術的視点を盛り込んで解説。

ミュージアム・マネージメント学事典
A5判　576頁　6500円 2537-2　C3000

ウシンスキー著／柴田義松訳 ロシアの教育学者ウシンスキー，K.D.（1824-1870）
の『教育の対象としての人間－教育的人間学試論』

（第１巻 -1868年，第２巻 -1869年，第３巻 - 未完
成）の新訳版。

教育的人間学 〔新訳版〕

菊判　336頁　2800円 2009-4　C3037
ウシンスキー著／柴田義松訳

ロシアの教育学者ウシンスキー，K.D.（1824-1870）
による，初等国語教育論，初等教育論，文法教育論
や，初等教育の教科書『母語』等を集成。母 語 教 育 論

菊判　256頁　2400円 2025-4　C3037
F. コルトハーヘン編著／武田信子監訳 「教師教育はリアリステックか／実践に役立つ省察

の具体的方法は／教師教育者の教育をどう行うか」
等をテーマにした，欧米で広く読まれ活用されてき
た教師教育改革の実践理論書を翻訳。

教 師 教 育 学
　理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ　

A5判　352頁　4000円 2044-5　C3037
ジョージ・ケラー著／堀江未来監訳 全米の大学の中でトップ300の中に位置づけられる

優良大学へ変貌を遂げたイーロン大学。総合的な観
点から，大学の軌跡，経験などをはじめ，優良大学
の地位と競争力を得て新たに抱える問題をもしるす。

無名大学を優良大学にする力
　　ある大学の変革物語　　

46判　136頁　1600円 2406-1　C3037
G. ウィッティ・S. パワー・D. ハルピン著
熊田聰子訳

分権と選択の政策の背景と意味，教職員・生徒・地
域への影響，教育の平等・公正原則の様子の観点よ
り，諸外国の現今の教育改革を問い，新しい時代に
ふさわしい草の根からの民主的機構づくりを提起。

教育における分権と選択
　　学校・国家・市場　　

A5判　240頁　2400円 0918-1　C3037
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G. マックロッホ・G. ヘルスビー・P. ナイト著
後洋一訳

主に英国における中等学校教師に関し，過去50年間
にわたる「専門職性の政治」の展開を遡り，その政
治的特質を考察。ナショナルカリキュラムの影響の
本質を見極め，教師の専門職性の限界と可能性を探る。

国民のための教育改革とは
　英国の「カリキュラム改革と教師の対応」に学ぶ　

A5判　232頁　2300円 1278-5　C3037
S. トムリンソン著／後洋一訳 福祉国家をめざしていた英国の転向を中央の管理強

化と選択性を促す自由競争市場による教育政策改革
の流れを追い批判的に概観。1945年から2000年まで
の歴代政権の実施した制度と政策を実証的に研究。

ポスト福祉社会の教育
　学校選択，生涯教育，階級・ジェンダー　

A5判　256頁　2500円 1466-6　C3037
ジョン．フィールド著
矢野裕俊・埋橋孝文・赤尾勝己・伊藤知子訳

イギリスにおける成人教育の歴史とヨーロッパでの
生涯学習の展開をふまえてイギリスの学習社会の現
状や教育・訓練システムの課題について論じた。日
本における生涯学習のあり方を考えるうえでも有益。

生涯学習と新しい教育体制
四六判　288頁　2500円 1326-3　C3037

E. リンデマン著／堀薫夫訳 「教育は生活である」「成人教育の目的は，生活の意
味の探求にある」「大人の経験は成人教育のすばら
しい資源である」「成人教育の方法は，生活状況を
話し合うことである」を訴えた好訳書。

成 人 教 育 の 意 味
A5判　134頁　1500円 1472-7　C3037

キース．フォルス著／土屋武久訳 教育現場に流布する語彙指導と学習について教師が
抱く８つ俗信を解き明かしながら，英語教育におい
て「驚くほど未開拓の領域」である語彙指導の必要
性を明快に論じた話題書の日本語版。

語 彙 の 神 話
　英語語彙指導の俗信を正す　

A5判　200頁　2300円 1998-2　C3037
プレイ．ウェールズ＆ボブ．ヒューズ著／
嶋村仁志訳

子どもの遊びに関わる大人のあり方を実践的・学術
的に探究する「プレイワーク」。どのようにしたら，
プレイワーカーが子どもの共感を得られる関係づく
りができるのかを探る。

プ レ イ ワ ー ク
　子どもの遊びに関わる大人の自己評価　

A5判　116頁　1500円 1975-3　C3037
アジア開発銀行・香港大学比較教育研究
センター編／山内乾史監訳

アジア開発銀行が支援してきた，過渡期開発途上国
の教育の現状と課題を明確化。効率化をめざす学校
の管理運営の目標と戦略，および教育の質が問われ
る教授＝学習プロセスについて具体的に考察する。

開発途上アジアの学校と教育
　　効果的な学校をめざして　　

A5判　228頁　2500円 1579-3　C3037
リチャード．オルドリッチ編著
山内乾史・原清治監訳

社会的，経済的，政治的，知的発展を簡潔にまと
め，初等・中等・継続・高等教育・中央政府と地方
政府・教員・生徒と学生・特別な教育ニーズ・カリ
キュラム・資格と評価を10章で論じる。

教 育 の 世 紀
A5判　256頁　2800円 2209-8　C3037

畠博之著 ネパール・タライ平野部のダリット（被差別カース
ト）やエスニック・マイノリティ集団における教育
の現状と，その教育格差の実態に迫る。格差を生む
要因を解明し，教育政策や教育開発を提言する。

ネパールの被抑圧者集団の教育問題
　タライ地方のダリットとエスニック・マイノリティ

集団の学習阻害／促進要因をめぐって　
A5判　576頁　9000円 1743-8　C3037
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岡田昭人著 教育の「機会均等」とはいったい何か。基礎理論を
解説し，歴史的変遷や展開を追い，主要各国の議論・
政策を概観。あらためてその意義を問い，多角的な
視点から難問としての「教育の機会均等」に挑む。

教 育 の 機 会 均 等
四六判　256頁　2200円 2354-5　C3037

河野銀子・藤田由美子編著 教育の現状をジェンダーの視点から見つめる。多様
な個々人はどうすれば共生できるか。ジェンダーに
関し個々人が直面する困難，多様であることの面白
さを発見する喜びをつめこんだ教育社会学テキスト。

教育社会とジェンダー
A5判　200頁　2100円 2450-4　C3037

河野銀子・村松泰子編著 高校の女性校長率は極端に低い要因を都道府県別分
析を通してその要因をさぐり，また全国の女性校長
インタビューから高校の女性校長のキャリア形成を
考察する。

高校の「女性」校長が少ないのはなぜか
　都道府県別分析と女性校長インタビューから探る　

A5判　224頁　2300円 2221-0　C3036
浅井幸子・黒田友紀・杉山二季・
玉城久美子・柴田万里子・望月一枝編著

10年以上にわたる，男女教師へのライフヒストリー・
インタビュー分析から，女性化と脱性別化を通して
ジェンダー化されてきた教職，ジェンダーの問題を
明るみに出し，女性的な価値を再評価する試み。

教 師 の 声 を 聴 く
　教職のジェンダー研究からフェミニズム教育学へ　

四六判　384頁　3200円 2637-9　C3037
木村松子著 戦後の女性教員運動が提起したものは何か。労働運

動としてだけではなく教育学の課題として女性教員
運動へ注目することによって，そこから生み出され
てきた新たな教育の模索の過程と成果を明らかにする。

戦後日本の女性教員運動と「自立」教育の誕生
　奥山えみ子に焦点をあてて　

A5判　306頁　3800円 2682-9　C3037
赤星晋作著 米国での学校・地域・大学のパートナーシップのうち，

特にフィラデルフィア市の組織改善に注目。パートナ
ーシップの概念，組織，活動の内容・成果を明し，よ
り有効な学校・地域・大学のパートナーシップを考察。

学校・地域・大学のパートナーシップ
　　ウェスト・フィラデルフィア改善組織（WEPIC）の事例研究　　

A5判　220頁　2800円 1035-4　C3037
関口礼子著 大学教授である著者が，カナダ・カルガリ・フォレ

ストローン・ハイスルールに体当たり登校し，現地
高校生と一緒に学校生活を送る体験記。一高校生の
目線から日本とカナダの高校教育を比較考察する。

カナダ　ハイスクール事情
A5判　308頁　2500円 0683-8　C3037

森良和著 1600年，日本に「漂着した」オランダ船リーフデ号
は日本を目指してやって来たのだった。なぜ日本に
やって来たのか。生き残った船員たちはその後どう
なったか。知られざるエピソードが明らかに。

リーフデ号の人びと
　忘れ去られた船員たち　

A5判　212頁　2000円 2458-0　C3037
森良和著 名門・ハーヴァード大学にその名を残すジョン・ハ

ーヴァード。従来ほとんど知られていなかったその
人物像と短かった生涯，そしてハーヴァード大学誕
生までの軌跡を明らかにする。

ジョン・ハーヴァードの時代史
四六判　256頁　2000円 1289-1　C3037
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小峰総一郎著 ドイツ・デンマーク国境地方のシュレスヴィヒでデ
ンマーク系少数者の市民的権利保障・教育権保障の
問題に取り組んだイェンス・ニュダールの足跡から

「国民国家」における「少数者」の問題を考える。
ドイツの中の《デンマーク人》
　ニュダールとデンマーク系少数者教育　

A5判　256頁　3200円 1673-8　C3037
小峰総一郎著 国際連盟，ポーランド当局，ドイツ人少数者運動の

視座から少数者教育を研究。「主観原理」（「ドイツ
人である」ことの表明）に，言語とアイデンティテ
ィを尊重する現代国際教育の嚆矢を見る。

ポーランドの中の《ドイツ人》
　第１次世界大戦後ポーランドにおけるドイツ系少数者教育　

A5判　304頁　4800円 2433-7　C3037
佐藤博志編著 オーストラリアの教育改革と学校変革プランをモデ

ルに，事例研究およびチャーターを作成。学校改革
プランの方法と実際について論究し，学校現場で努
力する教諭が問題解決するための手がかりを示す。

オーストラリア教育改革に学ぶ
　学校改革プランの方法と実際　

A5判　320頁　2700円 1701-8　C3037
佐藤博志編著 グローバル化，知識基盤社会，情報化，多文化など

を特徴とする社会で活躍できる人材育成によって，
21世紀型教育立国をめざすオーストラリアの教育改
革に着目し，その最新動向を検討・報告する。

オーストラリアの教育改革
　21世紀型教育立国への挑戦　

A5判　136頁　1800円 2146-6　C3037
本多泰洋著 オーストラリアにおける才能教育の実践を，才能教

育先進国といわれる米国，そして変則的に才能教育
が実施されている日本との比較をとおして紹介し，
才能教育実践の最近の知見をまとめた。

オーストラリア連邦の個別化才能教育
　米国および日本との比較　

A5判　260頁　2900円 1783-4　C3037
赤星晋作著 日本ではあまり考えられないような改革を次々と実

践し，絶えず挑戦的な革新を続けているアメリカの
教育について，歴史的・制度的・思想的な背景と実
態を具体的に挙げながら解説する。

アメリカの学校教育
　教育思潮・制度・教師　

四六判　160頁　1800円 2728-4　C3037
赤星晋作著 21世紀以降のアメリカ教育の実態を，連邦レベル，

各州・学区レベルでの世論調査や教員養成教育，
NPO 活動などのポイントごとに論述し，日本の教育
の在り方や教育改革を考えていくときの示唆を探る。

アメリカ教育の諸相
　　2001年以降　　

A5判　176頁　2600円 1709-4　C3037
山内乾史・杉本均編著 基礎理論編では教育計画の思想史及びアジア諸国の

教育現場と課題を概観し，ケース・スタディ編では
最新の研究報告から各国の教員計画の現状を分析し
ていく。上巻では，南アジア４ヵ国を扱う。

現代アジアの教育計画１

現代アジアの教育計画 上〔第二版〕

A5判　224頁　2300円 1601-1　C3337
山内乾史・杉本均編著 ケース・スタディ編。西アジア・中央アジア・東ア

ジア・東南アジア21ヵ国の公教育計画の動向・特徴・
問題点を綿密に調査。各国における日本の教育支援
の可能性も視野に入れた多角的な考察をすすめていく。

現代アジアの教育計画２

現代アジアの教育計画 下
A5判　368頁　3500円 1485-7　C3337
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小川啓一・西村幹子編著 1990年代以降隆盛している教育開発・教育支援分野
において，日本が途上国に対して行ってきた基礎教
育支援を国際的なイニシアティブである EFA 支援
や KDGs，PRS に焦点を当て，その動向を整理する。

途上国における基礎教育支援 上
　　国際的潮流と日本の援助　　

A5判　264頁　2800円 1891-6　C3337
廣里恭史・北村友人編著 近年の主要な援助形態である教育「セクター・プロ

グラム支援」枠組みに基づき，日本の援助諸形態に
おけるスキームの連携による例示的な教育「セクタ
ー・プログラム支援」を構想する。

途上国における基礎教育支援 下
　　国際的なアプローチと実践　　

A5判　272頁　2800円 1892-3　C3337
小川啓一・野村真作著 世界的に注目の集まっている教育開発や教育協力に

関連して，求められるさまざまな指標，統計データ
を分析し正しく読み取り解釈するための理論と方法
が解説され，実践でも十分に使える内容。

教 育 統 計 学 　基礎編
　「万人のための教育」に向けた理論と実践的ツール　

A5判　272頁　2800円 1942-5　C3037
柳瀬昇著 教育問題に関連する著名な憲法判例を素材として，

憲法解釈論の諸問題について検討する。判例につい
て，事件の概要と裁判所による判断を解説したうえ
で，その憲法学的位置づけを示していく。

教育判例で読み解く憲法
A5判　200頁　2100円 2337-8　C3032

佐々木幸寿・柳瀬昇著 第１編は，日本国憲法の附属的・補完的性格を有す
る教育基本法を解釈を通じ，教育学の現代的課題を
探求する。第２編は，教育問題に関連する憲法判例
の解題を通じ，日本国憲法の解釈論を概括する。

憲 法 と 教 育 〔第二版〕

A5判　244頁　2500円 1977-7　C3037
小林恵著 教育内容を規定する「学習指導要領」について，歴

史，時代や社会の変化に伴う変遷，そして今日の教
育に果たす影響等を吟味し，平成10年版学習指導要
領の問題点を明らかにする。

「学習指導要領」の現在
四六判　340頁　2800円 1725-4　C3037

山口満編著 理論と方法，歴史的成果，教育課題との関連，実践
例の分析，教師の力量形成等，教育改革の中心的課
題ともいえるカリキュラムについて，27のアプロー
チにより多面的・総合的解明を試みた大著。

現代カリキュラム研究〔第二版〕
　　学校におけるカリキュラム開発の課題と方法　　

A5判　376頁　3000円 1416-1　C3037
有本昌弘著 OECD が1970年代から提唱してきたスクール・ベー

スト・アプローチの概念を日本に正しく紹介し，国
際教育協力と質保証の展開における道標を提示し，
あらゆる角度から分析した，教育関係者必読の書。

スクール・ベースト・アプローチ
によるカリキュラム評価の研究

A5判　416頁　9000円 1621-9　C3037
寺﨑昌男・「文検」研究会編 戦前日本における最大規模の教員資格試験であった

「文部省師範学校中学校高等女学校教員検定試験」
の具体的試験科目問題に関する精緻な分析研究。戦
前の教員養成システムの実態を明らかにした。

「文検」試験問題の研究
　　戦前中等教員に期待された専門・教職教養と学習　　

A5判　560頁　6000円 1192-4　C3037
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井上えり子著 戦前期に文部省によって実施された「師範学校中学
校高等女学校教員検定試験」の家事科合格者の実態
解明を通して，昭和戦前期において独学で学んだ女
性たちの学習要求の諸相を明らかにする。

「文検家事科」の研究
　文部省教員検定試験家事科合格者のライフヒストリー　

A5判　368頁　7000円 2007-0　C3037
宮澤康人著 ヒトの生物的基盤を重視し，原始から現代まで人間

社会に存在する世代継承関係の文化の在り方を，死
者・生者関係，ホモ・エドゥカンス，教育的無意識
など新しい概念を含む多様な観点から考察。

〈教育関係〉の歴史人類学
　タテ・ヨコ・ナナメの世代間文化の変容　

A5判　272頁　2300円 2203-6　C3037
中野光著 日本におけるペスタロッチー研究ならびに大正自由

教育の硯学が積み上げてきた研究の軌跡と，視力を
失ってこそなお共同研究者と続ける飽くなき探究心
をつづった教育学者の珠玉の書。

大正自由教育研究の軌跡
　人間ペスタロッチーに支えられて　

四六判　250頁　2300円 2122-0　C3037
日本教師教育学会編 日本教師教育学会が，更なる議論を喚起すべく緊急

出版に踏み切った必読の書。「中教審答申で教師教育
はどう変わるか？」日本のこれからの教員養成を考
える大きな課題を提示したシンポジウムの内容を収録。

緊急出版　どうなる日本の教員養成
A5判　128頁　1400円 2719-2　C3037

鷲山恭彦著 ローカルに基盤をおきつつグローバルな着想をもっ
て行動する21世紀型市民教育や，幅広い知識や素養
という教養教育の重要性など，豊かな教員養成・人
間形成のあり方を提示する，力強い論考。

知識基盤社会における
教員養成と人間形成

A5判　352頁　3000円 2155-8　C3037
臼井嘉一編著 実践的研究を中核におき，明快な論理構成によって

説得力のある主張を展開する，臼井教師教育研究に
学ぶ現代の教職論。教職，教師のしごとのとらえ
方，学校づくりと教師の役割などについて論考。

学生と教師のための
現代教職論とアカデミックフリーダム

A5判　208頁　2300円 2402-3　C3037
TEES 研究会編 戦後教育養成理念と法制，教育学部の成立・展開過

程にかかわる諸問題を再整理。またそれらにもとづ
く認識と提言をまとめた。「教師養成教育」「教育学
教育」「教育学研究」を貫く原理と方法を求める。

「大学における教員養成」の歴史的研究
　戦後「教育学部」史研究　

〈電子版のみ〉　A5判　483頁　5800円 1005-7　C3037
臼井嘉一著 国立大学「教員養成学部」における〈目的養成〉の

実践とその論理についてまとめ，「教員養成学部」
という免許必修制を廃止しても，いまだ〈目的養
成〉を位置づけようとする一つの試みをまとめた。

開放制目的教員養成論の探究
A5判　192頁　2200円 2063-6　C3037

宮盛邦友著 子どもの権利に基づいて，現代日本における新しい
公教育としての学校を構想するため，「現代の教師
と教育実践」に挑戦。人間発達援助者としての教師
の仕事の独自性，実践の固有性を明らかにする。

現代の教師と教育実践
A5判　176頁　1900円 2454-2　C3037
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名越清家著 教師と「教育実践」に関わる諸側面について，教育
社会学的視座から各問題を考察。「共創社会」を見
据えた「教育実践」を基軸とした教師論・教職論・
教育実践論・教員養成論・教育社会学論の集大成。

共創社会の教師と教育実践
　　「教師と教育実践」論への教育社会学的視座　　

A5判　320頁　5000円 2412-2　C3037
大谷奨著 1901年に発足した北海道会における議論を手がかり

に，戦前の北海道における公立中等教育機関の整備
過程を検討する。北海道会開設以降から戦前期まで
を全６章をもって通時的に追う。

戦前北海道における中等教育制度整備政策の研究
　　北海道庁立学校と北海道会　　

A5判　224頁　5000円 2485-6　C3037
船寄俊雄／無試験検定研究会編 教員養成に果たした私学の役割を，「許可学校」と

いう制度から改めて振り返る。私学出身中等教員の
供給の内実と，質的貢献を探る。多岐にわたる学科
目の差異にも着目，様々な視点から分析する。

近代日本中等教員養成に果たした
私学の役割に関する歴史的研究

A5判　600頁　9000円 1382-9　C3037
釜田史著 戦前，小学校教員供給ルートであった小学校教員検

定試験制度と，小学校教員講習科および准教員準備
場との関連性に着目。小学校教員の供給ルートを明
らかにし，小学校教員に求められた資質を解明する。

秋田県小学校教員養成史研究序説
　小学校教員検定試験制度を中心に　

A5判　352頁　7000円 2235-7　C3037
張揚著 1990年代以降の中国において，高等師範系学校がい

かなる課題に直面し，どのような改革を実施し，そ
のことにより教員養成教育の内容がどのように変化
したのかを山東省を事例に解明。

現代中国の「大学における教員
養成」への改革に関する研究

A5判　288頁　4700円 2487-0　C3037
柏木敦著 日本において，初等教育就学という行為が，人々の

習慣として生活に定着するプロセスを検証，我々が
対象とする人々の行為，初等教育就学という行為が
形成されてゆく過程に焦点を当てて解明する。

日本近代就学慣行成立史研究
A5判　544頁　9800円 2237-1　C3037

黒澤英典著 建学の理想，歴史的伝統等，私立大学固有の特色を
生かした教職課程教育を省察・分析。私立大学が特
色ある資質・力量を兼ね備えた教師を教育界に送り
出すための課題を論じ，教育の未来を展望する。

私立大学の教師教育の課題と展望
　21世紀の教師教育の創造的発展をめざして　

A5判　270頁　3600円 1525-0　C3037
黒澤英典著

前田多門，戸田貞三関連の資料に基づき実証研究，
戦後教育改革の理念とその具体化を跡づける。戦 後 教 育 の 源 流

A5判　299頁　3495円 0532-9　C3037
門脇厚司著 東京という生活圏で教師という仕事を選択し暮らし

ていた一群の人々について多角的な視点から把握す
るとともに，その個々の生きた軌跡をも辿り，その
群像を掘り起こす。

東京教員生活史研究
A5判　340頁　4500円 1280-8　C3037
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二見剛史著 戦前，中国人留学生の日本語教育に献身した教育者，
松本亀次郎。その高く深い意志を探究する。彼の業
績や生涯について考察する論文を，総論的考察，特
論的考察の二部構成として，参考資料とともに掲載。

日中の道，天命なり
　松本亀次郎研究　

A5判　352頁　3800円 2677-5　C3037
王嵐著 日中両国の広範囲にわたる資料から，清末から日中

戦争勃発にかけての商業系留学生について考察。中
国政府の留学政策及び分布等の実態，日本側の受け
入れ政策，留学生教育の実態や彼らのその後とは。

戦前日本の高等商業学校における
中国人留学生に関する研究

A5判　296頁　8500円 1283-9　C3037
菅原亮芳著 近代日本，上級の学校を目指し学習する若者にどの

ようなメディアがどのような選択のもとにいかなる
情報を伝えたか。従来の日本教育史研究の限界にと
らわれず青年の「学び」の全体的な構造解明を目指す。

近代日本における学校選択情報
　　雑誌メディアは何を伝えたか　　

A5判　448頁　5000円 2396-5　C3037
菅原亮芳編 明治維新以後，人びとがいかに学校選択・受験・進

学という一連の行動に「誘因」されていったについ
て，主に雑誌メディア，進学案内書，その他の文献
の解明を通して迫る。

受験・進学・学校
　近代日本教育雑誌にみる情報の研究　

A5判　384頁　4500円 1778-0　C3037
永井理恵子著 開港・函館で明治28年創立から115年の歴史を築い

てきた私立遺愛幼稚園の明治から昭和初期の運営と
実践の全体史像を現存する園舎という教育材を通じ
て分析する。

近代日本キリスト教主義幼稚園の保育と園舎
　遺愛幼稚園における幼児教育の展開　

A5判　448頁　4700円 2131-2　C3037
永井理恵子著 幼稚園教育実践のための物的環境である「園舎」に

ついて，明治初期，昭和戦前期の建築形態の変遷と
成立過程を詳細な事例分析により明らかにした。園
舎成立の原理とその価値を考究する。

近代日本幼稚園建築史研究
　教育実践を支えた園舎と地域　

〈電子版のみ〉　A5判　480頁　7600円 1467-2　C3037
二谷貞夫・和井田清司・釜田聡編 新潟県上越地域において，内発的な学校改革を推進

してきた民間教育サークル「上越教師の会」。創立
50周年を迎え，半世紀にわたって「子らと地域を見
つめた」会の教育理念と実践の記録を集成。

「上越教師の会」の研究
A5判　336頁　3000円 1700-1　C3037

和井田清司編著 「水俣病授業」などで教育の在り方を世に問うた田
中裕一の思想と実践の全体像を，新資料の発掘・収
集，諸資料の分析から解明し，戦後教育実践史にお
ける氏の実践の位置づけなどを詳述した。

戦後日本の教育実践
　　リーディングス・田中裕一　　

A5判　256頁　3000円 2043-8　C3037
日本教育方法学会編 日本教育方法学会による日本の授業研究についてま

とまられた集大成。上巻は，第二次世界大戦後の授
業研究の展開，とくに日本における民間教育運動に
ついて，４つの視点から明らかにする。

日本の授業研究 上巻
　授業研究の歴史と教師教育　

A5判　184頁　2100円 1981-4　C3037
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日本教育方法学会編 日本の授業研究の歴史と現在の状況を論じた上巻を
うけた下巻は，教育課程や教材研究と授業研究との
関係を明らかにし，教科指導における授業研究を各
教科や研究団体のアプローチごとに詳述する。

日本の授業研究 下巻
　授業研究の方法と形態　

A5判　216頁　2300円 1982-1　C3037
樋口直宏著 教育方法学の立場からアメリカにおける批判的思考

指導論について，その特徴を解明する。批判的思考
の概念，指導原理，教材構成，授業実践，及び評価
という観点から，主要な理論を取り上げ検討。

批判的思考指導の理論と実践
A5判　484頁　6500円 2413-9　C3037

福井雅英著 戦後，広島県中南部の農村地域・旧本郷町を中心に
展開された著名なカリキュラム改造運動であるの本
郷地域教育計画の実態を解明。若き教育研究者大田
堯の下，その実践を担った教師たちの実像を描く。

本郷地域教育計画の研究
　戦後改革期における教育課程編成と教師　

A5判　272頁　8500円 1384-3　C3037
経志江著 近代中国における1900年代初頭から1920年代までの

中等教員養成の成立過程を包括的にまとめあげた労
作。近代中国の中等教員養成制度の変遷を精密に論
述する。

近代中国における中等教員養成史研究
A5判　272頁　5400円 1464-2　C3037

有本昌弘著 20 ヵ国が参加する国際プロジェクト ISTOF がまと
めた「授業観察国際指標」を解説・検証。さらに日
本国内の教育実践例も紹介，教員評価による教育の
質向上に向けた具体的諸方法を提案していく。

教員評価・人事考課のための授業観察国際指標
　教員へのフィードバックによる学校の活性化　

A5判　184頁　2100円 1549-6　C3037
沼野一男・松本憲･田中克佳・白石克己・
米山光儀著

〔教育演習双書〕教育問題を理論的方法・歴史的方
法・実験的方法・実証的方法といった四つの経験科
学的方法によって分析した教育の原理の教科書。教
育関連法規の改定に準じた改訂第四版。

教 育 の 原 理 〔第四版〕

A5判　272頁　2400円 2081-0　C3337
柴田義松編著 教員養成のあり方が問われ，「教育学」の内容につ

いてもきびしい反省が求められている。教師がもつ
べき豊かな教養の核となる教育学とはどのような学
問であるかについて，教育の原点に立ち返り探究。

教 育 学 を 学 ぶ
A5判　160頁　1700円 0944-0　C3037

宮崎和夫・上野恭裕・米谷光弘編著 教育の目的；内容，方法（学習指導，生徒指導），評
価，教育経営，教育制度，教師論にいたるまで，学校
教育全域にわたり，つとめて体系的にしかも平易に叙
述し，テキストとして編集。巻末に教育法規を付す。

新 現 代 教 育 原 理
A5判　235頁　2800円 0849-8　C3037

佐藤尚子・影山礼子・飯嶋香織・今井航・
蔭山雅博・佐藤由美・國枝マリ・二見剛史著

学びのなかで，人と人とが結びつく力，自ら進んで
社会を形成する力，社会に参画する力を身につける
という課題に取り組み，有効な教育課程と教育方法
とを提示した教育原理の改訂新版テキスト。

はじめて学ぶ教育の原理〔新版〕

A5判　192頁　1900円 2277-7　C3037



60　教　育　学

湯川次義編著 教職課程科目や教育学の基礎を学習するためのテキス
ト。教育・学習の意味や本質を探究しつつ学校教育の
諸原理・方法，諸制度の意味を考えることを中心に，
教職の基礎知識，教育についての基本的な考えを養う。

新編　よくわかる教育の基礎〔第二版〕

A5判　200頁　2100円 2607-2　C3037
松田稔樹・星野敦子・狩野浩二・津吹卓著 教育課程，教育制度・教育法規の２部構成から成

る，読者，学生と一緒に考えるスタンスを重視した，
教職教養のためのテキスト。「身近で素朴な疑問（ク
リティカル・クエスチョン）」を各章に掲載。

自ら学び考える 教 職 教 養
　教育課程・制度・法規　

A5判　140頁　1600円 2275-3　C3037
松田稔樹・星野敦子・波多野和彦著 教育現場で授業を行う際に発生する諸問題を教育工

学的アプローチで考え，問題解決することをめざす。
授業設計・学習評価，情報活用・新しい教育手法な
どについて検討・考察を行っていく。

学習者とともに取り組む授業改善
　　授業設計・教育の方法および技術・学習評価　　

A5判　168頁　1900円 2393-4　C3037
丸橋唯郎・佐藤隆之編著 学ぶものの視点にできるだけ寄り添い，教育に関す

る学びのサポートをめざして編まれた教育学入門書。
基礎編では基礎知識や理論にふれ問いにとりくみ，
応用編ではコミュニケーションを中心に考察する。

学生と語る教育学
A5判　192頁　1800円 1173-3　C3037

高橋浩・金田健司編著 「教育は人なり」として，人間性を追求した教育の
本質にこだわりながら，教育現場に活かせる理論提
示を試みた教育論テキスト。改正教育基本法等をは
じめ，類書をしのぐ資料充実の改訂版。

現代教育本質論〔改訂版〕

A5判　288頁　2700円 1961-6　C3037
岡部一興著 変動する現代社会において，教師は，教育すること

と学ぶことが両立しなければならない。現代教育で
問われている諸問題を，教育現場からみた昨今の現
状とその背景の考察から多角的に考える。

現 代 社 会 と 教 育
四六判　264頁　2000円 1622-6　C3037

大崎素史・坂本辰朗・井手華奈子・
牛田伸一・井上伸良著

「教育」はどうなっているか，どうあるべきか。そも
そも「教育」とは何か。今日のわが国および世界で
みられる教育状況を凝視しながら，今後の教育のあ
るべき姿を考え，学術的に，また教育論として貢献。

人間の教育を求めて
　教育学概論　

A5判　224頁　2500円 2595-2　C3037
池田稔記念論集編集員会編 教育人間科学の探求をテーマに，教育史，教育思

想・哲学，教育文化，教育と実践，子どもと保育
等，多岐にわたる教育学の分野から総合科学として
の教育学を池田門下生が考察した論集。

教育人間科学の探求
A5判　248頁　2800円 2127-5　C3037

長野正著 一人ひとりの生命存在をだいじに思う教師によって
育てられた子どもたちこそが世の中を温かにしてい
けるのではないか。授業のあり方，教育のあり方，
いや人間のあり方について多くの教唆を与える書。

生 命 尊 重 の 教 育
A5判　186頁　1900円 0508-4　C3037
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土屋基規編著 教職の意義や採用試験，現代的な課題や諸問題，国
際比較に至るまで，教員養成を理論的，実践的に現
場の声も含めて綿密に論じる。多様な現場経験者の
参加による充実した教職論。

現 代 教 職 論
A5判　280頁　2400円 1523-6　C3037

山﨑準二・矢野博之編著 教員養成教育における必須科目「教職の意義等に関
する科目」テキストとして，教師教育研究の碩学の
参加も得て執筆された活きた教職入門書。東日本大
震災後の学校と教師のあり方を再考する。

新・教 職 入 門
A5判　200頁　2000円 2418-4　C3037

山﨑準二・藤本典裕・幸田国広編 教職課程の実践的な学びを網羅した教職実践演習の
ためのテキスト。理論面の復習にとどまらず自己の
資質を診断・補完でき，演習としてのワーク・学習
活動を掲載。

教職エッセンシャル
　　学び続ける教師をめざす実践演習　　

A5判　192頁　2000円 2338-5　C3037
佐島郡巳・小池俊夫編著 教育の心がまえ，職務内容，子どものとのかかわり

方，教員制度，学校経営，カリキュラム及び教材研
究，メンタルヘルス，採用の方式と対策などの情報
や知識・技能等を総合的かつコンパクトにまとめた。

　子どもと教育を愛する教師をめざす　

教 職 論 〔新訂版〕

A5判　160頁　1700円 2584-6　C3037
諏訪哲郎監修／降旗信一・小玉敏也編著 これからの学校教育を持続可能な未来に展開してい

くための視点を提案。教育方法論を重視，学校教育
学のスタンダードをわかりやすく説明しつつも，そ
の枠組みを超えた「とんがった議論」を紹介。

持続可能な未来のための教職論
A5判　192頁　2000円 2581-5　C3037

降旗信一編著 〔「ESD でひらく未来」シリーズ〕４つのキーワー
ド，「①持続不可能な地域と学校」，「②学びと教育
の革新」，「③地域支援学校」，「④ファシリテータ
ー」を編み合わせ，持続可能な学習社会の創造へ誘う。

持続可能な地域と学校のための

学 習 社 会 文 化 論
A5判　160頁　1900円 2697-3　C3337

鈴木敏正・降旗信一編著 〔「ESD でひらく未来」シリーズ〕教育職員免許法上の
「教育課程の意義及び編成の方法」に照応したテキスト。
また同時に，現代教育の基本的課題をふまえつつ，かつ
てないほどの包括的な内容をもつ新学習指導要領にも対応。

教育の課程と方法
　持続可能で包容的な未来のために　

A5判　240頁　2300円 2718-5　C3037
赤星晋作編著 最新の法令，資料をふまえ，学校教師に関連する内容

を総合的に論じる。生涯学習社会，情報化・国際化社
会という観点から，これからの学校，教師について考
究。最新の内容を盛り込み加筆修正を施した改訂版。

新 教 職 概 論〔改訂版〕

A5判　224頁　2300円 2424-5　C3037
永井聖二・古賀正義編 今日ほど教師の質が問われている時代はない。教師

の仕事はその性質をおおいに変容させている。教師
が現実にいかなる教育的行為をなし，問題の克服に
意を尽くすべきか，気鋭の研究者９氏による論考。

《教師》という仕事 =ワーク
四六判　240頁　2200円 0967-9　C3037
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望月重信編著 教師の存在が揺れる現代，その意義をあらためて考
える。子どもを取り巻く状況，学校とは，地域とは
何か。教師はどんな仕事をしているのか。教師はど
のようにつくられるのか。臨場感あふれる教師論集成。

教 師 学 と 私 〔第二版〕
　　子どもと学校に生きる　　

四六判　312頁　2300円 1261-7　C3037
別府昭郎著 学校教師という専門職業人（プロフェッショナル）

として必要な能力を専門能力・社会的能力・教授（方
法）能力と規定し，それを作り上げていく上で必須
の自己発見，自己獲得，自己創造の方法を明示する。

学 校 教 師 に な る
A5判　192頁　1900円 1468-0　C3037

小島弘道・北神正行・水本徳明・
平井貴美代・安藤知子著

教師とはいかにあるべきか，教職とはどのような職
業なのかを教職の歴史，制度，現状，職務，専門
性，力量から考察。教育関係法規の改正，免許更新
制導入など最新動向を見据えて教師の在り方を示す。

教 師 の 条 件 〔改訂版〕
　授業と学校をつくる力　

A5判　280頁　2600円 2604-1　C3037
和井田清司著 教育改革の激震が学校を襲っている現在，現場の教

師たちの勇気や智慧を学び，授業を変え，学校を変
える取り組みを足元から起こすべく，今あらためて

‘教師’を見つめなおす試み。
教 師 を 生 き る

　　授業を変える・学校が変わる　　

四六判　264頁　2000円 1332-4　C3037

杉山雅・兵庫県民主教育研究所
　　　  教師論委員会編

教員が毎日のように直面する問題を，高等学校の実
践を取り上げ，『子どもの権利条約』が示す教育理
念から検討し，生活指導において具体的な解決策を
提示，考察する。

教師の仕事を考える
A5判　64頁　700円 2298-2　C0037

柴田義松編著 学校の教職員が各学問分野の研究者，教育行政の担
当者，地域の父母・住民等の協力を得ながら，多面
的に研究し，改善・改造に常に取り組むために，教
育課程編成・改革事業の問題を論じる改訂〔新版〕。

教 育 課 程 論 〔第二版〕

A5判　192頁　1800円 1896-1　C3037
原清治編著 教育課程の意味やその実施に際しての意義を考える

とともに，編成をめぐる問題について検討。小学校・
中学校・高校それぞれの学校段階における教育課程
の現状と今日的課題を事例をもとにしながら論証。

学校教育課程論〔第二版〕

A5判　188頁　1900円 2162-6　C3037
森山賢一編著 教育課程改革が論議され学びの場として根本的な転

換が迫られている。教育課程の概念，歴史的展開，編
成，評価の理論，小中高等学校の編成の実際，連携
一貫教育，生徒指導，教科，教科外活動などを解説。

教 育 課 程 編 成 論
A5判　200頁　2000円 2357-6　C3037

松尾知明著 コンピテンシーを育成する授業デザインの革新が求
められるなか，人間の全体的能力（知識・スキル・
態度）としてのコンピテンシーの育成に焦点をあて，
これからの授業デザインについてわかりやすく説明。

教 育 課 程・方 法 論
　コンピテンシーを育てる授業デザイン　

A5判　224頁　2300円 2476-4　C3037
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柴田義松編著 教職への入門書として，教師がもつべき専門的教養
の中核となる教育の方法と技術とは。学力と教育評
価，授業改造と ICT 活用ほか，子どもに正しい効果
的な学び方を指導し，みずから学ぶ力をつけさせる。

教育の方法と技術〔改訂版〕

A5判　160頁　1800円 2491-7　C3037
浅川希洋志・静岡大学教育学部附属浜
松中学校著

子どものやる気を引き出す，たのしい授業づくりを
目指し「フロー理論」にもとづいて行われた各教科
最新の実践成果をまとめた。フロー理論の提唱者
M. チクセントミハイの寄稿も収録。

フロー理論にもとづく「学びひたる」授業の創造
　充実感をともなう楽しさと最適発達への挑戦　

B5判　184頁　2000円 2219-7　C3037
森山賢一編著 現在の教育改革と教員の資質・能力を照らして，教

職課程必修の「総合演習」のねらいを明確化し，実
際の演習内容のテーマと演習の方法を具体的，実践
的にわかりやすく解説する。

総合演習の理論と実践
A5判　224頁　2300円 1647-9　C3037

勝野正章・藤本典裕編 主に大学の教職課程履修する学生など，教育行政学
をはじめて学ぶ読者を想定してわかりやすく解説す
る。最新の教育行政の変化も踏まえて記述すること
により関心を深められるよう配慮。

教 育 行 政 学 〔改訂新版〕

A5判　160頁　1800円 2490-0　C3037
斉藤利彦・佐藤学編著 学校教育がどの国でも組織されるようになった近代

以降の教育史をとりあげる。各国における近代公教
育制度の成立と，それを生みだした近代教育思想に
ついて考察。教育改革の展開についても明らかにした。

近 現 代 教 育 史 〔新版〕

A5判　192頁　1900円 2597-6　C3037
江藤恭二・木下法也・渡部晶編著 〔執筆者〕池田稔・石井正司・市村尚久・尾形利

雄・小野次男・鹿毛基生・神山栄治・河原美耶子・
粂幸男・斎藤正二・佐藤伸一・鈴木正幸・竹市良
成・林正登・前之園幸一郎・松島鈞・森重義彰

西 洋 近 代 教 育 史
A5判　287頁　2300円 0043-0　C3337

鹿毛基生・佐藤尚子著 従来の教育史のなかから，人間形成に関するものを
重点的に取り上げ，単なる教育制度の解説にとどま
らず，根底にある人間形成観に注目する。また現代
思想に留意し，そのラディカルな方法にも着目。

人間形成の歴史と本質
A5判　164頁　1900円 0794-1　C3037

柴田義松編著 道徳教育は本来的に教科書化がむずかしいが，各教
育学研究の成果を多角的に考察しながら，身近な問
題，身近な指導を心掛け編集した。３つの章を新学
習指導要領改訂に基づき大幅に改訂した。

道 徳 の 指 導 〔改訂版〕

A5判　176頁　1800円 1921-0　C3037
飯塚雄三著 高等教育における「道徳教育の研究」のテキストと

して，また小・中学校における道徳教育の指導の手
引きとして，指導力・授業力アップに活用できる具
体的な実践を示しながらわかりやすく編纂。

新しい道徳教育の研究
　　心豊かに生きるモラルを育てる　　

A5判　160頁　1800円 1897-8　C3037
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中西真彦・結城章夫・吉田武男・
村上和雄・土井正稔著

今，教育界で争点の道徳教育を問う。日本の道徳教育
の理念の根本は何なのか。その根源が不明確なために，
真の道徳教育は実現できない。根源の哲学を見出し，
基盤に据えた道徳教育を創造していくための参考書。

道徳教育の根拠を問う
　大自然の摂理に学ぶ　

四六判　244頁　2100円 2566-2　C3037
吉田武男著 シュタイナーの言説を精緻に読み解きつつ教育的な

解読を試みる。既存の道徳的研究についても，本質
主義的・進歩主義的理論の立場との間で均衡を保つ
ことにより，新たな道徳教育の探究を模索する。

シュタイナーの人間形成論
　　道徳教育の転換を求めて　　

A5判　400頁　5000円 1874-9　C3037
吉田武男・田中マリア・細戸一佳著 過去及び現在の道徳教育の理論と実践に対して健全

な批判・反省の上に，未来に向けた健全な道徳教育
を再構築するという高い理想を描き，基礎的・基本
的な内容から斬新な提案までをわかりやすく解説。

道徳教育の変成と課題
　　「心」から「つながり」へ　　

A5判　184頁　1800円 2085-8　C3037
吉田武男著 道徳教育が叫ばれる現在において，道徳教育の心理

主義化，「心の教育」推進の危険性を説く。現実社
会とつながったかたちで子どもたちに「生きる意味」
を見出させる，新しい道徳教育の提案を行う。

「心の教育」からの脱却と道徳教育
　「心」から「絆」へ，そして「魂」へ　

A5判　192頁　1600円 2375-0　C3037
田中マリア著 「道徳教育の指導法」を履修する学生のためのテキ

スト。公立学校の教師を目指す者にとって必要な知
識と課題を中心にまとめる。道徳教育の現状，歴史
的変遷，実践に向けての３章から解説。

道徳教育の理論と指導法
A5判　120頁　1500円 2371-2　C3037

寺﨑昌男・黒澤英典・別府昭郎監修 「教育実習までの準備」「実習中の服装」「実習生と
してのあいさつ・自己紹介」「指導案のつくり方」

「生徒が騒いだ場合の対処」など，過去の実体験に
基づく教育実習に関する64の疑問に答える。

教育実習 64 の質問
A5判　160頁　1600円 1910-4　C3037

次世代教員養成研究会編 教育実習の事前指導用教科書としてその意義，事
前・事後指導，自己研修にいたる全体の概要，工夫
や留意事項，教職実践演習，生涯にわたる教員とし
ての自己研鑽，学習指導案づくりなどについて概説。

次世代教員養成のための教育実習
　教育の初心をみがく理論と方法　

A5判　160頁　2000円 2429-0　C3037
柴田義松・木内剛編著 教育実習に関して理念から方法論，また教職実践演

習および近年の学校運営までを包括的にまとめたハ
ンドブック。教育実習事前対策に欠かせない一冊。
漢字・言葉チェック資料付。

教育実習ハンドブック〔増補版〕

A5判　160頁　1700円 2324-8　C3037
山口満・安井一郎編著 特別活動は児童期や青年期の人間形成にどのような

役割をもっているか，またその役割を十分に果たす
ために児童・生徒の諸活動の望ましい組織・指導と
はなど，今日の教育研究の成果を踏まえて考察。

特別活動と人間形成〔改訂新版〕

A5判　276頁　2500円 2086-5　C3037
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山口五郎・松下静男・羽生隆英・原清治著 主体性や自主性，個性の伸長を涵養する特別活動が
実践されたとき，教科学習の深化充実もはかれるも
のである。小・中・高校の現場での長く豊かな経験
にもとづき，また豊富な資料を駆使しながら説述。

特別活動の理論と実践〔新訂三版〕

A5判　138頁　2000円 1113-9　C3037
白井慎・西村誠・川口幸宏編著 民主的・市民的資質の形成という原点に戻り，「特

別活動」の本質を再確認。今日の学校教育改革のコ
アともなる文化的諸能力の発達などを「特別活動」
の意義と新たな可能性とともに明らかにしていく。

新 特 別 活 動
　文化と自治の力を育てるために　

A5判　224頁　2200円 1387-4　C3037
原清治・檜垣公明編著 実践意欲の探究が特別活動において求められるなか，

個と集団の関係においてどのように実践意欲が形成
されていくのかを主題として編んだ「特別活動」学
習テキスト（新学習指導要領準拠）。

深く考え，実践する特別活動の創造〔第二版〕
　　自己理解と他者理解の深まりを通して　　

A5判　248頁　2100円 2048-3　C3037
宮崎和夫編著 多数の実践例をもとに，実務的マニュアル性をも考

慮しつつ，簡潔かつ要をえた解説を施した基本テキ
ストである。教育採用試験の準備にも十分に役立つ。
また，教員の研修にも活用できるように編集した。

生徒指導の理論と実践〔新訂二版〕

A5判　252頁　品切中 1848-0　C3037
立田慶裕編 地震防災対策を中心に，家庭・地域，小・中・高

校，大学における防災教育の事例を紹介。東日本大
震災後の状況を踏まえ加筆した増補改訂版。防災へ
の学びを育むための理論と実践をわかりやすく解説。

教師のための防災教育ハンドブック
〔増補改訂版〕

A5判　192頁　1800円 2387-3　C3037
末松裕基・林寛平編著 学級経営の実践と理論について，現代の具体的な課

題と取り組みを分析・紹介。原理的な内容も丁寧に
論じ，各章末尾に最新のアイデアや課題の提起を行
う「コラム」を挿入した読み応えのある内容。

未来をつかむ学級経営
　学級のリアル・ロマン・キボウ　

A5判　192頁　2100円 2667-6　C3037
早稲田大学教師教育研究所監修／
近藤庄一・安達昇編著

記者，教育学者，弁護士，教師，それぞれの立場で
実践してきたいじめへの取り組み，積み上げてきた
思考の道筋を明かす。「いじめ」への応答はいかに
可能か。多面的な視点からの問題提起を試みる。

いじめによる子どもの自死をなくしたい
四六判　170頁　1800円 2465-8　C3037

西口利文著 小学校において教師あるいは子どもがフラストレー
ションを抱えている問題場面での教師行動とその特
徴を，教育心理学的な実証的研究の成果をふまえ
て，実践や研修場面で活用できる知見を論考する。

問題対処の教師行動
A5判　192頁　6000円 1718-6　C3037

谷口明子・廣瀬英子編著 日常的な生活の中で自然に展開する営みにおいて，読
者が「教え」や「育ち」を大きくとらえ，ごく身近な
現象としてあらためて問い直し，新たな意味を構築し
ていくことを目指す教育心理学の初学者向けテキスト。

育ちを支える教育心理学
A5判　168頁　1900円 2694-2　C3037
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無藤隆・市川伸一編著 学校や授業の在り方に触れつつ，心理学的な研究を
紹介，基礎的理論や研究成果の展開と共に，教科学
習や学校運営，生徒指導や教育相談にも言及。最近
の動向を加筆し，用語解説を新たに設けた。

学校教育の心理学〔補訂版〕

A5判　256頁　2200円 2280-7　C3337
岩瀧大樹著 「教育心理学」を中心に，あらゆる心理学を学ぶ際

に基礎となる内容を厳選して取り上げた。特に教育，
医療，福祉などの領域で「心」について初めて学ぶ
人へ最適。

教育臨床と心理学
　支える・学ぶ・教えるを科学する　

A5判　232頁　1900円 2279-1　C3011
椙山喜代子・渡辺千歳編著 発達と学習の二部構成。Ⅰ部で発達の基本問題，発

達段階の区分け，発達理論，ヒトの諸発達の概要
を。Ⅱ部で新行動獲得のしくみ，動機づけ，教室場
面に直にかかわる学習指導を取り上げ，簡潔に解説。

発達と学習の心理学
A5判　176頁　1800円 0965-5　C3037

多鹿秀継・竹内謙彰編 従来の発達心理学や学習心理学の基礎研究結果を幅
広く取り上げ，学校教育の場における児童・生徒の営
みと結びつけ，幼児期から青年期までの児童・生徒の
発達と学習の過程を，わかりやすく簡潔にまとめた。

発達・学習の心理学
A5判　208頁　2000円 1666-0　C3037

柴田義松・滝沢武久編著 心の教育と臨床，学習指導の理論，教育評価，授業
の技術と方法等，大学で教職課程を履修する学生の
ために，「発達と学習」に関する日本国内外の研究
業績を，わかりやすく解説したテキスト。

発達と学習の心理
A5判　176頁　1800円 1126-9　C3037

市川博著 問題解決学習により培われる基礎・基本と学力を明
確にし，それを具現化する指導の手掛かりを子ども
の姿から探り，社会科・生活科・総合的学習の実践
を中心に具体的に明らかにしていく。

子どもの姿で探る問題解決学習の学力と授業
　実感的なわかり方と基礎・基本　

A5判　240頁　2800円 2562-4　C3037
植村繁芳著 問題解決学習の普及と日常化は，教育そのものの新

生につながるという考えに基づき，その現状分析と
理論的検討を行い，その論理と定義づけをはかり，
さらに具体的な方法論を展開していく。

問題解決学習で教育を変える
A5判　176頁　1800円 1395-9　C3037

古藤泰弘著 なぜ情報社会では「無知」が増えるのだろうか。情
報社会や情報についての学習の関わりを明確にし，
情報社会の本質を捉えるべく，さまざまな「情報社
会」の謎・課題を解きほぐす情報教育論。

情報社会を読み解く〔改訂版〕

A5判　256頁　2800円 2160-2　C3030
武藤文夫編著 いまの子どもが置かれている状況には親として家族

として考え直すべきことがたくさんある。育児やカ
ウンセリング，あるいはデス・スタディ（死の教育）
を通して，親子の絆の大切さが再認識していく。

こ こ ろ を 育 む
四六判　158頁　1500円 0946-4　C0037
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町田守弘編著 国語教育の基礎的・基本的な知見がより広く得られ
るように配慮した「国語科教育法」のテキスト。15
章で構成され章ごとに重要事項を示すキーワード，
索引，課題を設け，「実践」することをより重視。

実践国語科教育法〔第二版〕
　「楽しく，力のつく」授業の創造　

A5判　224頁　2100円 2579-2　C3037
柴田義松・阿部昇・鶴田清司編著 国語科で何を学ばせるか，何を教えるか。従来の学

習指導要領解説書的なテキストからの脱却をめざし，
教科内容論の観点を重視した国語科教育法テキスト。
教育の新しい流れから内容の見直しを行った四訂版。

あたらしい国語科指導法〔四訂版〕

A5判　208頁　1900円 2426-9　C3037
稲井達也・吉田和夫編著 中教審答申に示された「主体的・対話的で深い学び」，

いわゆる「アクティブ・ラーニング」を取り入れた中
学校・高校の国語科はどのように授業すればよいか。
理論と方法，実践内容，指導計画例等を著した必読書。

主体的・対話的で深い学びを促す
中学校・高校国語科の授業デザイン
　アクティブ・ラーニングの理論と実践　

A5判　208頁　2100円 2672-0　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑤〕小・中学校の新教材を題材に，

内容と指導方法を現場に即して分析と検討。具体的
な事例を数多く取り上げ，読むことへの指導を重視
した方法論を多彩に展開。

国語科小学校・中学校新教
材の徹底研究と授業づくり

A5判　192頁　2300円 1447-8　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑨〕新学習指導要領を詳細に分析

し，それに対応した具体的な国語授業の提案，シミ
ュレーション，授業記録とその分析を加え，これか
らの授業実践への提言や読書案内も豊富に掲載する。

新学習指導要領をみすえた新しい国語授業の提案
　　「言語活動」「言語能力」をどうとらえるか　　

A5判　192頁　2300円 1988-3　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑪〕新学習指導要領にもとづく新

教科書を生かして，思考力・判断力・表現力を身に
つけさせることを目指して，専門家による論考，教
材研究，指導過程，授業展開例を提示。

新学習指導要領
新しい教科書の新しい教材を生かして
思考力・判断力・表現力を身につけさせる

A5判　192頁　2300円 2210-4　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑫〕「言語活動」の充実を通じ子ど

もたちに確かで豊かな国語の力をつけさせるための
内容が充実。具体的な教材に即して，授業の指導方
法・スキル，小学校の実践例，論考を収録。

「言語活動」を生かして確かな「国語の力」を身につけさせる
　新学習指導要領・新教科書を使った新しい国語の授業の提案　

A5判　192頁　2300円 2303-3　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑬〕「言語活動」の充実について

「活動あって指導なし」という状況に陥る国語の授
業を克服する手立てを提示。若い教師にも配慮し教
科書の教材に即して解明，授業例などを紹介。

若い教師のための「言語活動」を生かした国語の授業・徹底入門
　「ねらい」の決め方・教材研究のコツ・授業展開のポイント　

A5判　192頁　2300円 2394-1　C3037
科学的『読み』の授業研究会編 〔国語授業の改革⑭〕授業で子どもに身につけさせ

たい「国語の力」の徹底解明。「単元を貫く言語活
動」「学びの共同体」の徹底検討，力を身につけさ
せるためにどう言語活動を生かすかを追究。

授業で子どもに必ず身につけさせたい「国語の力」
　教科内容・指導事項の再構築と「言語活動」を生かした楽しい授業　

A5判　192頁　2300円 2472-6　C3037
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「読み」の授業研究会編 〔国語授業の改革⑮〕「言語活動」と「アクティブ・ラ
ーニング」を「学び合い」「学習集団」「探究型」の授
業として積極的に捉え直し，その具体的な指導方法・
指導スキルとそこで身につけさせる国語の力を提示。

国語科の「言語活動」を徹底追究する
　学び合い，学習集団，アクティブ・ラーニングとしての言語活動　

A5判　192頁　2300円 2568-6　C3037
「読み」の授業研究会編 〔国語授業の改革⑯〕「アクティブ・ラーニング」は，

質の高い探究型の「読み」の授業，子どもが主体とな
り相互に学び合う「学習集団」の授業を生み出す。そ
のための指導のポイントを授業記録とともに提示する。

「アクティブ・ラーニング」を生かしたあたらしい「読み」の授業
　「学習集団」「探究型」を重視して質の高い国語力を身につける　

A5判　192頁　2300円 2669-0　C3037
「読み」の授業研究会編 〔国語授業の改革⑰〕学習指導要領で提起された「主

体的 ･ 対話的で深い学び」を国語の授業でどう実現
したらいいか，明快に具体的に解明している。「言
語活動」の充実についても検討。

国語の授業で「主体的・対話的で深い学び」をどう実現するか
　新学習指導要領2017の改訂を読み解く　

A5判　192頁　2300円 2733-8　C3037
鶴田清司著 これまで異質の世界に属していた新しい解釈学理論

と文学教育実践との間に，「読むこと」の理論と実
践の関係を問うことにより，創造的な架橋をする試
みである。

〈解釈〉と〈分析〉の統合をめざす文学教育
　新しい解釈学理論を手がかりに　

〈電子版のみ〉　A5判　698頁　18000円 2036-0　C3037
杉山吉茂・澤田利夫・橋本吉彦・町田彰一郎編 〔講座教科教育〕数学の知識と技能を習熟させるだ

けではなく，どのように生徒各自が意識的に問題を
解決できるよう指導してゆくか。基本概念から具体
的な指導内容まで包括的に編集。

数 学 科 教 育
　　中学・高校　　

A5判　190頁　2000円 0838-2　C3337
清水美憲編著 TIMSS ビデオ研究を踏まえて数学科授業をより多

面的に分析し，その知見を補完することを意図した
プロジェクト（LPS：学習者の観点からみた授業研
究）を教育現場にいかすための研究を解説。

授 業 を 科 学 す る
　　数学の授業への新しいアプローチ　　

A5判　224頁　2500円 1755-1　C3037
坂井博通著 「142857」という数を題材とした，106の計算問題か

ら構成される。問題を解いていくことで，計算の楽
しみ，結果の不思議さ，数への興味を喚起させる一
冊。

計 算 し て 楽 し む
ジョークナンバー 142857

B5判　132頁　2200円 2288-3　C3041
木村松雄監修
青山学院英語教育研究センター編

一貫制英語教育構想における各期のあゆみなど，革新
のカリキュラム及び独自テキスト作成の道のりをまとめ
た。センターが行った調査分析，英語学習意識経年的調
査報告，CAN-DO リストの作成の取り組みなども掲載。

青山学院4-4-4
一貫制英語教育構想

A5判　296頁　3000円 2545-7　C3037
木村松雄編著 各大学にて英語科教育法に携わる専門家および初等

英語教育（ESP）の専門家も加わり，新しい時代の
英語科教育の守備範囲を固める。また小・中・高の
新学習指導要領の英語版を掲載。

新版 英語科教育法
　　小中高の連携 -EGP から ESP へ　　

A5判　274頁　2900円 2039-1　C3037
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戸髙裕一著 英語聴解力・発話力育成に必要な要素，やる気を持
続させる方法を，英語の音声変化，リズム，子音の
発音，および音律の体系などを学習しながら習得可
能。効果的な英語学習法により英語力の習得を目指す。

これ１冊で英語のリスニング・
ス ピ ー キ ン グ が 上 達 !!

B5判　144頁　2000円 2419-1　C3080
京藤好男・小島友仁・芝田高太郎
原基晶・森田学・横山修一郎　　著 初学者向けイタリア語テキスト。全20課で必要な内

容を効率よく学べる。基本・応用問題も充実。各課
にイタリアの主要都市の地図や建築物の写真を掲載。
幅広く理解を深められる。

Ciao! Ciao! Ciao!
イタリア語実践講座

B5判　132頁　2000円 1780-3　C1087
臼井嘉一・柴田義松編著 1953年の教育課程審議会答申及び，「一般社会科」

の意義を再確認しながら，社会科教育の役割を
2008・2009年の学習指導要領改訂に対応した「社会
科」カリキュラムと授業から検討する〔新版〕。

社会・地歴・公民科教育法〔新版〕

A5判　276頁　2500円 1957-9　C3037
二谷貞夫・和井田清司編 中学「社会科」，高校「地理歴史科」「公民科」にお

ける地理・歴史・公民各分野の実践とその“解説”
とともに，実践の基盤となる“理論・ねらい・指導
上のポイント・効果”などを解説する。

中等社会科の理論と実践
A5判　184頁　1900円 1648-6　C3037

二谷貞夫・和井田清司・小林汎・大野一夫
吉田俊弘編

急速にグローバル化する現代社会の基本問題を明ら
かにし，それらの課題にせまる中等社会科の創造を
めざす。授業づくり演習（学校指導案作成や模擬授
業）に最適な中等社会科実践のテキスト。

中等社会科ハンドブック
　〈社会・地歴・公民〉授業づくりの手引き　

A5判　160頁　2000円 2342-2　C3037
熊谷一乗著 〔講座教科教育〕哲学・倫理学・心理学・教育学・

社会学・文化人類学・法学・政治学・経済学等，広
汎・多岐にわたる学問分野にかかわる公民科敎育の
要点をまとめた。

公 民 科 教 育
　　理論・歴史・展開　　

A5判　242頁　2427円 0423-0　C3337
坂井俊樹監修
小瑶史朗・鈴木隆弘・國分麻里編著

選挙権を得る18歳までに社会科でどのような力を身
につけさせ「政治的教養」をどう育むか。理論的内
容と実践的内容をバランスよく配置，小中高の各学
校種および多様な内容領域からアプローチを行う。

18歳までに育てたい力
　社会科で育む「政治的教養」　

A5判　192頁　2000円 2689-8　C3037
金玹辰著 地理教育に力を入れる米国や英国，豪州の実情か

ら，自らの探究活動を通し，世界を地理的に認識す
る観点や思考を養う地理的探究に基づく学習の理論
と方法を明らかにする。

地理カリキュラムの国際比較研究
　地理的探究に基づく学習の視点から　

A5判　256頁　3800円 2309-5　C3037
山口幸男著 内村鑑三，牧口常三郎，宮沢賢治，和辻哲郎，吉田松

陰，ラッツェル，ブラーシュ，シュプランガーらの論考
が社会科地理教育に及ぼした影響を考察しながら，地
理のもつ人間形成的意義および教育的意義を探る。

地理思想と地理教育論
A5判　176頁　2000円 1996-8　C3037
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日本家庭科教育学会編 「生きる力」を，自立できることと同時に，生活の
様々な問題の解決を協同して取り組める「生活力」
として捉え実践してきた家庭科の学びの世界を，様々
な視点から，具体的に簡潔に著す。

生きる力をそなえた子どもたち
　　それは家庭科教育から　　

A5判　154頁　1400円 2384-2　C3037
池﨑喜美惠・仙波圭子
青木幸子・田部井恵美子著 その意義，目標，内容，歴史的基礎的分野や，学習

指導，学習指導計画，評価，施設・設備等の授業実
践分野，また家庭科教員養成や諸外国の家庭科な
ど，全般をとりあげ，さらなる充実を図った。

家 庭 科 教 育
A5判　296頁　2500円 2134-3　C3037

河村一樹編著 学習指導要領の熟知と徹底的な教材研究に焦点をあ
て，大学の教職課程高等学校教科「情報」に関する
教育法を普通教科と専門教科のそれぞれについて説
明。また学習指導案も具体例をあげて解説する。

情 報 科 教 育 法
A5判　160頁　1900円 1893-0　C3037

田中喜美編著 技術教育の教育実践史や教員養成実践史，日本の小
中学校技術科教育や高等学校工業科教育に関わる諸
問題等，技術教育における様々な論文を掲載。技術
教育における課題や展望について考える。

技 術 教 育 の 諸 相
A5判　280頁　3500円 2665-2　C3037

河野義顕・大谷良光・田中喜美編著 技術科教育における学力論の視点から，技術に関す
る科学の基本と作業の基本とに教育目標を分け，指
導内容を実体的に示す到達目標として掲げた。新学
習指導要領に対応した改訂版。

技術科の授業を創る〔改訂版〕

A5判　360頁　3800円 2184-8　C3037
平舘善明著 戦前日本において，小学校図画工作科ならびに中学校

技術・家庭科のひとつの前身であった小学校手工科の
教育的営みの到達水準を，手工科教育の研究者，岡
山秀吉の手工科教育論を主たる研究対象に据えて解明。

教材にみる岡山秀吉の手工科教育論の特質と意義
　戦前日本の手工科教育論の到達水準の探究　

A5判　434頁　8200円 2676-8　C3037
大谷良光著 技術科教育の成果を包括的にとらえながら，子ども

が学びあい，学びの喜びと意味を育むことができる，
技術科のカリキュラム開発と授業づくりをめざし展
開する技術教育論。

子どもの生活概念の再構成を促す
カリキュラム開発論

　　技術教育研究　　
A5判　248頁　2500円 1914-2　C3037

斉藤武雄・田中喜美・依田有弘編著 青年期の職業的自立と発達に欠かせない高校工業教
育の危機的現状とその原因，今日の諸課題に具体的
に立ち向かう視点や方法を提示，その展望をまとめ
る。３部構成の最後に本邦初の「ミニ事典」を付す。

工 業 高 校 の 挑 戦
　高校教育再生への道　

A5判　336頁　2900円 1436-9　C3037
田中喜美・木下龍著 「大学における教員養成」という原則の歴史的意味

内容を，事実に厳密に即しながら教育学的に解明す
る。また1880～1920年代の５つの教員実践を取り上
げ，公教育としての技術教育の歴史を考察する。

アメリカ合衆国技術教育教員養成実践史論
　技術教育のための「大学における教員養成」の形成　

A5判　304頁　4200円 2117-6　C3037
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齋藤浩著 現場でささやかれる不要論を吹き飛ばし，総合的な
学習の本質となる学んだことを生かせる場や機会を
みすえた情報の活用力を培う学習に迫る未来志向の
実践を提案する。

これからの「総合的な学習」
　　情報の活用力を育む　　

A5判　184頁　1600円 1999-9　C3036
市川正孝著 戦前，戦後の「新聞教育」を概観し，「新聞教育」

の実践を検証的に振り返り，可能性と課題を探る。
「新聞教育」を学力という枠組みだけで見るのでは
なく，市民教育あるいは社会との関連の中でとらえる。

「新聞教育」を創る
　　授業づくりの方法と可能性　　

A5判　160頁　1900円 2355-2　C3037
鈴木秀人・山本理人・杉山哲司・
佐藤善人・越川茂樹編著

基礎理論から授業実践まで，基礎をおさえやさしく解説。
初めて体育授業づくりに挑戦する学生，体育授業が苦
手な先生方へ，頭，身体，本質から学べる体育教育法
テキスト。新たな知見，実践例の追加等を行った新版。

小学校の体育授業づくり入門〔第四版〕

A5判　320頁　2500円 2639-3　C3037
鈴木秀人・山本理人・佐藤善人・
長見真・越川茂樹・小出高義編著

中学校や高等学校において，体育の授業を行う際に
必要となる理論的にも実践的にも基礎となる専門的
知識を学びつつ，その後の勉強を進めていくための
出発点の構築をめざす。

中学校・高校の体育授業づくり入門
A5判　328頁　2600円 2531-0　C3037

大櫃敬史著 リーランド研究の基礎的資料を元にした，日米体育交
流に関する実証的研究。アマースト方式体育の源流と，
日本への導入とその影響，リーランドの日本での教育
活動とアマースト体育の日本への浸透などをまとめる。

日米体育交流に関する実証的研究
　アマースト方式の導入と日本近代体育の成立　

A5判　258頁　3800円 2557-0　C3037
朝倉雅史著 体育教師が信じていることを信念という概念で捉え，

どのように形づくられ維持・強化されるのか，変容
するのかを経験との関係に着目し明らかにする。信
念と経験を鍵概念に体育教師の学びと成長を検討。

体育教師の学びと成長
　信念と経験の相互影響関係に関する実証研究　

A5判　376頁　6400円 2671-3　C3037
菊地紀子著 コンピュータの基礎から応用を文書作成，表計算，

プレゼン，ネットワーク活用まで実践活動を通じて
修 得。MicrosoftOffice2007年 版 と2010年 版， 更 に
2013年版を対比させつつ平易なことばで解説。

事例で学ぶコンピュータリテラシー〔改訂版〕

B5判　106頁　2000円 2587-7　C3037
沼口博著 学歴がものを言う時代は早晩なくなり，社会に役立

つ勉強，経済発展にどこかでつながる勉強，自分の
関心や興味に基づいた勉強が求められる時代になる
であろう。学校教育が果たすべき役割とは。

学校教育と経済発展
　　学歴・教育・訓練と日本的特質　　

A5判　190頁　2000円 0586-2　C3037
日本国際教育学会創立20周年記念年報
編集委員会編

日本国際教育学会第20回研究大会におけるシンポジ
ウムでの３つの課題研究の各報告を収めるとともに，
自由研究発表の中から公募論文を募集し，審査のう
え掲載が決定した論文３編を収録。

国際教育学の展開と多文化共生
　日本国際教育学会創立20周年記念年報　

A5判　192頁　2000円 2062-9　C3037
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前田耕司・佐藤千津編著 生涯学力形成につながる学校教育の実践はどのよう
に可能になるのか。日本のほか，イギリス，オース
トラリア，ロシア，カナダ，中国における学力観，
学力形成に向けた施策や実践，課題を考察する。

学校学力から生涯学力へ
　変化の時代を生きる　

A5判　160頁　1700円 2190-9　C3037
岩﨑正吾編著 生きる権利としての生涯教育の各国の取り組みを紹

介。協働の営みとしての学習をめぐる教育のあり方
を多文化・多民族（エスニック・マイノリティ）の
共生のための教育という視点から分析・考察。

生涯学習と多文化・
多民族教育の研究

A5判　160頁　1900円 2351-4　C3037
佐藤友則著 日本における多文化共生社会の現状及び官民の協働

などを紹介し，さらにグローバル人材の育成と活用，
外国人の受入政策，基本法の制定にも言及。「多文化
共生」という課題と子どもたちに遺す未来を考える。

〈多文化共生〉８つの質問
　子どもたちが豊かに生きる2050年の日本　

A5判　176頁　2000円 2430-6　C3037
坂本利子・堀江未来・米澤由香子編著 多文化間共修の仕組みを構築する上での多様な側面，

その理念・方法論・実践上の工夫や課題について検
討。北海道大学，東北大学，名古屋大学，立命館大
学，立命館アジア太平洋大学等の実例も多数掲載。

多 文 化 間 共 修
　多様な文化背景をもつ大学生の学び合いを支援する　

四六判　224頁　1900円 2708-6　C3037
武寛子著 日本とスウェーデンを事例とし，グローバルな課題

の学習を通じたグローバル・シティズンシップ育成
に際し，十分に議論されてこなかった教師に焦点を
当て，学校教育における普及の示唆を導いていく。

中学校教師のグローバル・シティズン
シップ教育観に関する研究

　日本とスウェーデンの比較分析　
A5判　248頁　3800円 2230-2　C3037

北澤毅編 〈教育問題〉教育における暴力，教師の病理，受験，
いじめ，キャリア教育と，〈人間形成〉アリエスの

「教育」理論，「私淑」の変容，学校的社会化，「欲
求性向」概念などをあつかう。

〈教育〉を社会学する
四六判　272頁　2400円 2215-9　C3037

山内乾史著 教育学ではなく教育社会学の視点から，学校・大学
と社会のかかわりについて分析。一般論を述べると
同時に，日本および先進諸国の事例を随時織り交ぜ
て行う。

「学校教育と社会」ノート
　教育社会学への誘い　

A5判　184頁　1800円 2576-1　C3037
原清治・山内乾史・杉本均編著 諸外国の教育事情から教育改革と学校教育の課題を

考える。教育社会学の視点から，教育政策・事例を横
断的に紹介，教育問題の普遍性と特殊性の解明を試
みる。『教育の比較社会学』に近年の動向を盛り込む。

比較教育社会学へのイマージュ
A5判　264頁　2200円 2594-5　C3037

山内乾史編著 日本の大学生，短大生の学習状況，学力の実態とは。ま
た海外の高等教育の質保証システムはどうなっているの
か。「学力」と「就労」というキーワードを軸に，主に大
学生の学力および高等教育の質保証に重点を置き検討。

学生の学力と高等教育の質保証Ⅰ
四六判　240頁　2100円 2307-1　C3337
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山内乾史・原清治編著 「就労」「学力」をキーワードに，いかにして学生の
学修時間，学習の質を確保するかを議論。教育の点
検・評価における中核的な問題である学生の学力と
高等教育の質保証のシステムを検討する。

学生の学力と高等教育の質保証Ⅱ
四六判　208頁　2100円 2411-5　C3337

山内乾史編著 学生の学力と学修支援に関する比較研究。国内を中
心とする学修支援の状況を検討。アクティブラーニ
ング論，高校時代からのトランジションなどバッグ
グラウンドを踏まえた学修支援論・学力論等の論考。

学修支援と高等教育の質保証Ⅰ
四六判　208頁　2100円 2569-3　C3037

山内乾史・武寛子編著 学生の学力を保証するための教育活動として，学修
支援の重要性が増している状況を踏まえ，学生の学
力と学修支援そのもの，ないし学修支援に重点をおい
た高等教育の質保証論について行った研究をまとめた。

学修支援と高等教育の質保証Ⅱ
四六判　234頁　2300円 2654-6　C3037

陣内靖彦・穂坂明徳・木村敬子編著 子ども，学校，教職それぞれの社会学を柱にすえ，
家族，子育て支援，日本の社会と学校，カリキュラ
ムと教科書，消費社会・情報社会と子ども文化等，
様々な教育現象，問題を解読する教育社会学入門書。

教 育 と 社 会
　子ども・学校・教師　

A5判　200頁　1800円 2257-9　C3037
岩内亮一・陣内靖彦編著 教育社会学的観点から従来の日本社会における学校

のあり方を振返り，今日の学校をとりまく内外の仕
組みとそこでの営み，その実情と問題点について考
察を加え，教育改革をめぐる世界の動向を展望する。

学 校 と 社 会
A5判　192頁　1900円 1441-3　C3037

望月重信・春日清孝・原史子著 ジェンダーを学ぶ初学者を念頭においた入門書。ジ
ェンダーの問題は構成されるという観点から，読者
に気づきを促し，同時に最新のジェンダー研究と傾
向をわかりやすく解説・問題提起した。

ジェンダー化社会を超えて
　教育・ライフコース・アイデンティティ　

四六判　234頁　2300円 2573-0　C3036
望月重信編著 「子ども社会」「仲間集団」に蔓延しつつある強い保

身の論理と弱い脱・インセンティブネス（意気の消
沈）の現実の動きを，教育社会学やジェンダー論の
視点から冷徹に見つめなおす。

変化する社会と人間の問題
　学校教育・ジェンダー・アイデンティティ　

四六判　196頁　1900円 1968-5　C3037
望月重信・播本秀史・岡明秀忠編著 日本の教育における現状と課題について，学校が直面

している12のテーマを取り上げ，多角的な視点からわ
かりやすく専門性と具体性をもって考察。資料，デー
タ等最新のものに修正，より充実した内容の第三版。

日本の教育を考える〔第三版〕
　現状と展望　

A5判　248頁　2500円 2629-4　C3037
村上武雄・吉田武男・一二三朋子著 既存の科学・学問の枠組みに規制されない複眼的視

点による課題へのアプローチをめざす「日本人の精
神性研究会」が，東日本大震災後の日本へ教育学，
応用言語学，分子生物学の知見から贈るエール。

二一世紀は日本人の出番
　　震災後の日本を支える君たちへ　　

A5判　146頁　1300円 2223-4　C3037
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萩原元昭編著 現代の教育システムにおける個性の問題への斬新な
分析と方法を呈示し，家庭・学校・地域における教
育実践のハード・ソフト両面にわたる変革への示唆
と問題提起を行う。新視点に立つ教育社会学論集。

個 性 の 社 会 学
A5判　194頁　2000円 0734-7　C3037

萩原元昭編著 子どもの日常的な生活空間・時間の自由な選択の保
障を回復する手法として，子どもの主体性・能動性
を培うと想定される「参画」の概念を取り上げ，特
に参画型地域活動支援の視点から検討する。

子 ど も の 参 画
　　参画型地域活動支援の方法　　

A5判　152頁　1900円 2104-6　C3037
白井愼監修／
小木美代子・姥貝荘一・立柳聡編著

子どもとおとなの“共育ち”実現を目指し，今日最
も求められている地域ぐるみの教育実践の姿を提示
する。教育学を超えた広範な諸領域理論を考察。21
例の豊かな先駆的実践事例から様々な示唆を得る。

子どもの豊かな育ちと地域支援
A5判　368頁　2400円 1160-3　C3037

小木美代子・立柳聡・
深作拓郎・星野一人編著

子どもを取り巻く環境の社会的変化を歴史軸に沿っ
て明らかにし，社全協「子ども分科会」創設30周年
を総括する実践と理論を展開。また全国の先駆的な
活動実践報告により豊かな子育ち創造の可能性を提示。

子育ち支援の創造
　　アクション・リサーチの実践を目指して　　

A5判　352頁　2400円 1450-5　C3037
上杉孝實・小木美代子監修／
立柳聡・姥貝荘一監修

“子ども”と“社会教育”を結ぶ実践と理論の構築
を先導し，多大な貢献を果たしてきた監修者の想い
と豊かな業績に学び，発展的な継承をめざした実践
的・学問的な探究の成果をまとめた論集。

未来を拓く子どもの社会教育
A5判　356頁　3000円 1955-5　C3037

深作拓郎代表編者/阿比留久美・安倍大輔・神
田奈保子・高橋平徳・星野一人・松井茜編著

地域での遊びにより子どもたちのこころ・からだは
どう育まれるか。「子どもたちの育ち」をテーマに
若手研究者が子どもの遊びの可能性を探究する。地
域で活躍する NPO 等の実践事例も収録。

地域で遊ぶ，地域で育つ子どもたち
　遊びから「子育ち支援」を考える　

A5判　208頁　1900円 2296-8　C3037
子育ちネットワーク編 子どもが自ら育つ力を尊重した地域での豊富な実践

と先端の研究を，積極的に取り入れ結合させていく
ため，若手研究者と実践者から成る〈子育ち学ネッ
トワーク〉が続けてきた交流と研究活動をまとめた。

なぜ，今「子育ち支援」なのか
　　子どもと大人が育ちあうしくみと空間づくり　　

A5判　208頁　1900円 1866-4　C3037
安部芳絵著 災害復興期の子ども支援，そしてまちづくりを，子

どもとともに考える。阪神・淡路，中越，東日本の
３つの大震災における子ども・子育て支援者へのイ
ンタビュー調査から，子ども支援を解き明かす。

災害と子ども支援
　復興のまちづくりに子ども参加を　

四六判　264頁　2300円 2635-5　C3037
安部芳絵著 子ども支援専門職とそれをめざす学生や大人が，子

どもの自己肯定感を励ますための子ども支援の実践
論を深め，そのあり方についてせまるための初の本
格的な子ども支援学の書。

子ども支援学研究の視座
A5判　196頁　2200円 2064-3　C3037
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髙野良子・武内清編著 幼・保・小連携時代を見すえた新しい教育学テキス
ト。保育士養成・教職課程用の教育原理等のテキス
トとして最適の一冊。保育士，幼稚園教諭，小学校
教諭をめざす人々へ。

教育の基礎と展開
　豊かな保育・教育のつながりをめざして　

A5判　200頁　2000円 2624-9　C3037
髙野良子編著/宮下裕一・植田みどり・
小川晶・髙野だいわ・奥村健一・奥村仁見著

地域・社会全体で子どもを育てる時代が到来した現
代，子育て支援に国や企業はどう応えるのか。企業
や自治体の子育て支援・サポート体制を調査，現状
を明らかにする。今求められている子育て力とは。

少子社会の子育て力
　豊かな子育てネットワーク社会をめざして　

A5判　176頁　1700円 2376-7　C3037
朝倉征夫著 青少年・子どもの問題とは何を意味するか，さまざ

まな角度から考察し，健康で学力のある青少年・子
どもが育つのをどう援助できるかを探る。〔日本図
書館協会・全国学校図書館協議会選定図書〕

子どもにとって現代とは
　　青少年の教育学　　

四六判　256頁　1900円 0255-7　C3037
岡田正章・松山佽子編著 家庭のみではなく，社会的側面から保育をサポート

していこう。多様化した保育の現況に対応すべく著
された新保育テキスト。保育の原点を忘れずに，乳
幼児の本来の成長の姿を見失わない保育を目指した。

現 代 保 育 原 理
A5判　240頁　2400円 1228-0　C3037

深谷昌志編 国際比較調査の結果をふまえ，育児文化の違いを類
型的に整理。ボンディング障害，児童虐待の実態や
母乳育児にも着目しつつ育児不安の要因を分析し，

《育児不安の構造》の解明をめざす。
育児不安の国際比較

A5判　208頁　2000円 1844-2　C3037
萩原元昭著 外国籍の幼児や保護者の悩みや問題の発生をふせぎ，

予防策ともなる多文化保育についての基本的な考え
方を問い直し，主体的に参画する生活を支援する多
文化保育のあり方について問題提起する。

多 文 化 保 育 論
A5判　82頁　1200円 1852-7　C3037

村山貞雄・岡田正章編著 〔教育演習双書〕幼児教育について，教育学理論か
ら体系的に配列。問題解決学習ができるよう配慮し

「幼稚園教育要領」「保育所保育方針」の平成12年度
からの改訂。現場の保育者や学生向けのテキスト。

保 育 原 理〔五訂版〕

A5判　274頁　2400円 0984-6　C3337
植草一世編著／
安藤則夫・戸丸俊文・鈴木朱美著

現職の保育者，保育者をめざす人のために，乳幼児
期の「保育の表現活動」をどのようにとらえ，どの
ように実践するかを提案。言語表現技術指導の基礎
的知識，技術を解説し保育者の役割についても考察。

保育の表現活動〔第二版〕
　ことばを育む保育の素材・教材　

A5判　234頁　2400円 2599-0　C3037
田中卓也監修／松村齋・小島千恵子・
志濃原亜美編著

保育士・幼稚園教諭・小学校教諭をめざす学生にむ
け，就職する前に身につけておきたい基礎事項を中
心に掲載したハンドブック。保育者・教員になるた
めの心構えや，大学・専門学校での過ごし方等も紹介。

保育者・小学校教師のための道しるべ
B5判　112頁　2000円 2746-8　C3037
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村上玲子・櫻井琴音・上谷裕子編著 「表現」における音楽表現に関する学習内容と，指
導方法を再考。子どもの発達に応じた音楽表現活動
の意義とねらいを解説，具体的な音楽表現の実践と
援助の仕方を段階的に示す。

アクティブラーニングを取り入れた子どもの発達と音楽表現
　幼稚園教諭・保育士養成課程　

B5判　196頁　2400円 2571-6　C3073
プレイワーク研究会編 子どもとの，保護者との，同僚とのかかわりや環境づ

くりのなかでの「困ったこと」50問。学童保育，児童
館，冒険遊び場等，放課後に子どもにかかわる人むけ
のテキスト。明日からの実践にかならず役に立つ一冊。

子どもの放課後にかかわる人のQ&A50
　子どもの力になるプレイワーク実践（遊ぶ・暮らす）　

A5判　136頁　1600円 2681-2　C3036
藤田雅子編/角田雅昭・神永直美・川崎愛・佐藤
那美・清水将之・髙田綾・野沢義隆・野田敦史著

子どもに接する人のための保育の心得。「保育に対
する構え」「日々の子どもの保育」「親と地域への対
応」「保育士としての教養・労働」の４つの視点か
ら解説。注意事項，事例とその解決法を紹介。

保育イエローカード100
　「べからず」事例とその対応　

四六判　258頁　1800円 2236-4　C3037
吉成信夫著 辺鄙な立地に誕生した総工費58億円，コンクリート

の巨大公共施設「岩手県立児童館　いわて子どもの
森」が，記録的な来場者によりハコモノ行政を打破
するまでの試行錯誤と葛藤の秘話。

ハコモノは変えられる！
　　子どものための公共施設改革　　

A5判　208頁　1900円 2123-7　C0037
横山正幸監修／藤澤勝好編著 福岡県・国立夜須高原少年自然の家で開催されてい

る知的障害者の子どもたちを対象としたキャンプの
活動記録。親・ボランティアの声も収録。障害をも
つ子どもたちへの野外教育の可能性を探る。

いきいきキャンプの子ども達
　障害のある子のための野外教育のすすめ　

四六判　192頁　1600円 1393-5　C0037
山中冴子著 障害のある生徒が学校教育からその後の生活に円滑

に移行（トランジション）するための支援に関して，
とくに学校の役割に注目しながら，教育及び福祉関
係の政策動向から，オーストラリアを例にして考察。

オーストラリアにおける障害の
ある生徒のトランジション支援

A5判　200頁　3300円 2488-7　C3037
鈴木眞理・永井健夫 ･ 梨本雄太郎編著 1990年代から社会状況も激変し，生涯学習の現実や

行政の動きなどもまったく様相が異なっている今こ
そ，「あらためて生涯学習を基本に立ち返って考え
ようとするねらい」もって改訂された最新書。

生涯学習の基礎〔新版〕

A5判　260頁　2300円 2143-5　C3037
大串兎紀夫著 現代社会において「生涯学習」がもつ可能性とは何

か。「生涯学習」について，多角的・実践的考察を行
い，教育・学習，さらには個人の生き方，社会の在り
様を見直す端緒として，清新な「生涯学習論」を提示。

今， 教 育 を 考 え る
　　生涯学習時代の教育課題　　

A5判　160頁　2000円 1505-2　C3037
長澤成次著 生涯学習振興法制度の背景，社会教育法改正の過程

等の検証から，諸教育法制に内在する矛盾の構造を
明らかにし，生涯にわたる学習権を保障する生涯学
習・社会教育法制の民衆的創造という課題に迫る。

現代生涯学習と社会教育の自由
　　住民の学習権保障と生涯学習・社会教育法制の課題　　

A5判　256頁　2300円 1557-1　C3037
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関口礼子編著 情報・通信技術の発達とその普及・受容にともな
い，生涯学習にどのような変化がもたされるのだろ
うか？情報化社会における生涯学習のあり方を多角
的に見つめることにより，これからの可能性を探る。

情報化社会の生涯学習
A5判　176頁　1800円 1444-4　C3037

田中雅文・廣瀬隆人編著 ボランティア活動の意味を振り返り，現代社会の課
題について考えるための１冊。大学の授業や行政職
員・NPOスタッフやボランティアの研修，一般の方々
の入門的な学習など，さまざまな場面での活用が可能。

ボランティア活動をデザインする
A5判　192頁　2000円 2405-4　C3037

田中雅文著 ボランティア活動が，社会の発展とボランティア自
身（自己）の生きがいや成長に対してどのような効
果を与えているのか，その過程で学習がどのような
役割を果たしているのかを明らかにする。

ボランティア活動とおとなの学び
　　自己と社会の循環的発展　　

A5判　272頁　3000円 2182-4　C3037
田中雅文･坂口緑･柴田彩千子･宮地孝宜著 生涯学習の基礎知識から今日的課題まで，またコラ

ムや参考文献紹介など，学習に役立つツールをわか
りやすく構成。内容を大幅に見直し法制度やデータ
を最新時点のものに刷新した新訂版。

テキスト生涯学習〔新訂版〕
　　学びがつむぐ新しい社会　　

A5判　160頁　1700円 2492-4　C3037
田中雅文著 日本の生涯学習の今日までの流れを追い，公民館や

カルチャーセンターなどで学ぶ成人学習者の特徴や
学習支援側の実態を分析。市民活動の活発化による
需給融合化の生涯学習政策について考察したテキスト。

現代生涯学習の展開
A5判　208頁　1800円 1279-2　C3037

柴田彩千子著 無縁社会と呼ばれる現代の地域社会の状況を踏まえ
たうえで，地域ぐるみで子どもを支援する制度や取
組を実際の実践事例をあげながら，現代社会に応じ
た「地域の教育力」をつくることを試みる。

地域の教育力を育てる
　子どもとおとなが学びあう生涯学習社会に向けて　

A5判　144頁　1700円 2486-3　C3037
お茶の水女子大学社会教育研究会編 社会教育実践と公的条件整備を基調に，理論・歴

史・実践・生活より諸課題を考察。青少年健全育成
施設としての博物館，「わかる」ということを子ど
もの側から見るための試み，タイから考える等。

人間の発達と社会教育学の課題
A5判　340頁　3500円 0850-4　C3037

猪飼美恵子著 生涯学習における成人教育を，自己主導型学習活
動，男女共同参画社会，高齢期の３部構成で論じ
る。成人における発達と学習を対象にして，現代の
生涯学習を考察していく。

成人の発達と学習
　継続は力　

A5判　160頁　2000円 1548-9　C3037
井上講四著 見切り発進状況の錯綜に苦しむ関係職員や理解者の

ために，生涯学習体系の具体像を教育の３層構造の
再編からしめす。教育行政，まちづくりや生涯学習
の推進ほか，教育学部改革の状況を丁寧に解説。

生涯学習体系構築のヴィジョン
　　見えているか ? 生涯学習行政の方向性　　

四六判　221頁　2200円 0763-7　C3037
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林幸克著 市民性を「国内外の諸問題の解決のために積極的・
能動的に社会に関わる資質・能力」と捉え，高校生
の市民性について，キャリア意識，規範意識，社会
参画意識の３つの側面から実証的に考察した。

高校生の市民性の諸相
　キャリア教育・規範意識・社会参画意識を育む実践の検証　

A5判　280頁　2800円 2740-6　C3037
林幸克著 生涯学習の基礎を培う高等学校のボランティア活動

単位認定制度に焦点を当て，実施状況，認定の具体
的取り組み，認定基準，また今後の課題などについ
て，実証的に研究。

高校教育におけるボランティア活動
　　データと事例に基づく実証的検証　　

A5判　200頁　2800円 2202-9　C3037
田中壮一郎監修
鈴木眞理・馬場祐次朗・松村純子編集

ボランティア活動とは何か，どのような知識や心構
えが必要か，などについてボランティアの初心者を
想定して検討。子供の活動支援と青少年教育施設の
ボランティア活動に役立つように工夫。

入門　子供の活動支援と青少年教育ボランティア
A5判　120頁　1500円 2591-4　C3037

鈴木眞理著 生涯学習・社会教育の領域においてボランティア活
動・集団活動の支援はどのようになされているのか，
その課題はどのようなものであるか等を，原理的な
レベルから掘り起こし，総合的に検討する。

ボランティア活動と集団
　　生涯学習・社会教育論的探求　　

A5判　320頁　2500円 1282-2　C3037
鈴木眞理著 「人が学んでいるとき，そこには学ばないという選

択も含めて，その人の生き方が反映されている」。
様々な「学び」が氾濫する現代社会において，生涯
学習・社会教育・学ぶことの意味を根底から問い直す。

学ばないこと・学ぶこと
　とまれ・生涯学習の・ススメ　

四六判　192頁　1400円 1618-9　C0037
国生寿・八木隆明・吉富啓一郎編著 高等教育によって「社会教育士」や「地域教育士」

など新しい人材の育成を目指し，社会教育施設の重
要性を求める「社会の要請」に応えるために最新の
情報で編まれた基本書である。

新時代の社会教育と生涯学習
A5判　208頁　2400円 2037-7　C3037

松岡廣路著 フレイレの教育論のテーマである「解放」に根ざし，
これまでの社会教育・生涯学習論のパラダイムの超
克をめざして，インフォーマル・エデュケーション
を中心にすえた新しい教育を探究する。

生涯学習論の探究
　交流・解放・ネットワーク　

A5判　240頁　2400円 1617-2　C3037
井田仁康 編著 地域の特性を踏まえた教育を明らかにし，大学院で

の社会科教育学の教育方法を提示。伊豆諸島大島，
愛媛県，広島県，宮崎県，沖縄県，大韓民国，ミク
ロネシア連邦の地域と教育についての論考を収録。

地 域 と 教 育
　　地域における教育の魅力　　

A5判　272頁　3500円 2321-7　C3037
鈴木眞理・山本珠美・熊谷愼之輔編著 教育基本法が改正，社会教育法・図書館法・博物館

法の細かな改正に対応させ，今日の社会教育・社会
教育計画をめぐる状況を理解するための基礎的・基
本的な事項について，体系的に整理・解説する。

社会教育計画の基礎〔新版〕

A5判　256頁　2300円 2272-2　C3037
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碓井正久・倉内史郎編著 〔教育演習双書〕「社会教育とは何か」を新視点で追
求。現代世界と社会教育／多様な学習機会／学習者
の理解／社会教育の内容と方法／社会教育の法と行
財政／社会教育施設／新しい世紀に向けて

新 社 会 教 育〔改訂〕

A5判　204頁　2000円 0643-2　C3337
畑潤・草野滋之編 表現・文化活動の総論，特性と文化行政，実践と美

的価値，現代文化と民衆文化運動の歴史について解
説。それに加えて，社会教育学の探究主題に表現・
文化活動をあてた新しい構想を提起する。

表現・文化活動の社会教育学
　生活のなかで感性と知性を育む　

A5判　256頁　2400円 1646-2　C3037
公益財団法人図書館振興財団編著
国立教育政策研究所協力

「図書館を使った調べる学習コンクール」の成果を
対象に，主体的に学習する「調べる学習」の教育効
果について調査し分析。学力をめぐる長期的な教育
政策の展望や，図書館が持つ学習への潜在力を検討。

図書館と学校が地域をつくる
B5判　168頁　2100円 2675-1　C3000

関口礼子編著 図書館は，過去の叡智の宝庫であることはもちろんで
あるが，いまや新しい情報や知識を得るための場とも
いえ，これがメインの役割になってきている。インタ
ーネットの利用など情報化に対応した新図書館論。

新・生活のなかの図書館
四六判　256頁　2000円 0920-4　C3000

佐藤聖一著 高齢者・施設入所者・入院患者・妊産婦等を含む「図
書館利用に障害のある人々へのサービス」について，
障害者サービスの基本的な考え方，利用者，資料等，
サービスを行う上で必要な基本知識を簡潔にまとめた。

１からわかる図書館の障害者サービス
　誰もが使える図書館を目指して　

A5判　176頁　1900円 2521-1　C3000
溝上智恵子・呑海沙織・綿拔豊昭編著 図書館の高齢者サービスの具体的取組みを国内だけ

でなく海外の事例も網羅して紹介する。超高齢社会
日本において，地域の生涯学習機関である公共図書
館の役割とあり方を検討する。

高齢社会につなぐ図書館の役割
　高齢者の知的欲求と余暇を受け入れる試み　

四六判　176頁　1800円 2319-4　C3000
金沢みどり著 利用者の生涯学習の視点から学校図書館，公共図書

館，および大学図書館における日本の図書館利用教
育の課題を明らかにする。アメリカ，日本での調査
を踏まえ，課題解決に向けた提言も具体的に掲載。

生涯学習社会における情報
活用能力の育成と図書館

A5判　200頁　2400円 2232-6　C3000
根本彰編著 子どもと家庭・学校・地域が連携した探究学習「図

書館を使った調べる学習コンクール」を，カリキュ
ラムとの関連性・先進的事例・受賞作品・受賞者・
主催側等から分析・評価，その学びの効果を探る。

探究学習と図書館
　調べる学習コンクールがもたらす効果　

A5判　160頁　2000円 2228-9　C3000
根本彰著 場所として，空間としての図書館の今と未来の状況

について展望する。日本における図書館の現れ方を
検証しつつ，実際に欧米の図書館を見て歩き，どの
ように都市的空間のなかにあるべきかを探究する。

場所としての図書館・空間としての図書館
　日本，アメリカ，ヨーロッパを見て歩く　

B5判　144頁　2400円 2526-6　C3000
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バーバラ・A. シュルツ＝ジョーンズ，ダイアン・オバーグ編著／
公益社団法人全国学校図書館協議会監修／大平睦美・二村健編訳

「国際学校図書館ガイドライン」が改訂されたのを機に，
世界10 ヵ国の学校図書館の現状について著された。
世界の学校図書館の最新事情と，日本および国内各地
域における学校図書館の活動状況が比較研究できる。

IFLA 学校図書館ガイドライン
とグローバル化する学校図書館

B5判　192頁　3200円 2650-8　C3037
立田慶裕編著 読書教育の方法について，学校図書館の活用を中心

に紹介する。読書教育とは何か，読書教育のための
学校環境，学校図書館を活用した読書教育の方法，
今後の読書教育の未来像を考察していく。

読 書 教 育 の 方 法
　学校図書館の活用に向けて　

A5判　244頁　2400円 2520-4　C3000
大堀哲・水嶋英治編著 博物館法の改訂，「博物館の設置及び運営上の望ま

しい基準」の改訂に対応，新たに学芸員をめざす学
生にも平易に基礎的な事項から解説。「博物館概
論」，「博物館資料論」を収録。〈シリーズ全４巻〉

新博物館学教科書

博 物 館 学 Ⅰ
　博物館概論＊博物館資料論　

A5判　256頁　2300円 2284-5　C3000
大堀哲・水嶋英治編著 博物館におけるコミュニケーション機能に焦点を当

てて構成された「博物館展示論」「博物館教育論」
を収録。資料・コレクションをいかに展示するか，
いかに教育に活用するかを論究。

新博物館学教科書

博 物 館 学 Ⅱ
　博物館展示論＊博物館教育論　

A5判　272頁　2300円 2285-2　C3300
大堀哲・水嶋英治編著 最新の「博物館情報・メディア論」と博物館に求め

られるマネージメント機能を取り上げた「博物館経
営論」を収録。次世代継承という永久性を追究する
不易の部分と時々の流行の部分を見定めた学習が可能。

新博物館学教科書

博 物 館 学 Ⅲ
　博物館情報・メディア論＊博物館経営論　

A5判　240頁　2300円 2286-9　C3300
大堀哲・水嶋英治編著 新科目の「博物館資料保存論」と現場実践に裏打ち

された「博物館実習論」と合わせて，実習の際に基
本用語の小事典としても活用できる「博物館学関連
用語集」521項目の解説を収載。

新博物館学教科書

博 物 館 学 Ⅳ
　博物館資料保存論＊博物館実習論　

A5判　224頁　2300円 2287-6　C3300
駒見和夫著 博物館教育の原理を示すため，博物館発達史の検討

から近代博物館での教育の位置づけを明らかにし，
生涯学習社会において博物館が果たすべき機能との
かかわり，公教育機関である博物館の方向性を見出す。

博物館教育の原理と活動
　すべての人の学びのために　

A5判　296頁　3600円 2431-3　C3037
駒見和夫著 博物館の社会的意義へのアプローチ，博物館は公教

育機関であることを明示。障害をもつ人にかかわる
問題に視点を据え，そこから博物館におけるユニバ
ーサルサービスの方向性の一端を考察する。

だれもが学べる博物館へ
　公教育の博物館学　

A5判　168頁　1800円 1761-2　C3000
菅井薫著 従来の「啓蒙　被啓蒙」近代的博物館像，博物館活

動を消費する市民像，利用者像の克服は可能か。課
題として，新たな博物館活動のあり方，市民との関
わり，「市民の知」のあり方について考察する。

博物館活動における「市民知」のあり方
　「関わり」と「価値」の再構築　

A5判　304頁　5000円 2224-1　C3037



教
　
育

教　育　学　81

舩尾日出志著 特別支援教育の現場での日々のさまざまな「体験」
の記録とその都度の問題意識からドイツ教育学に学
ぶ「理論」を結びつけ，「気づき」の大切さと感動
を書き綴る。

幸せの門がある学校
　子どもたちとともに育ち，育てられた養護学校長の体験と学び　

四六判　192頁　2000円 2302-6　C3037
津田英二著 社会教育に軸をおきながら，社会福祉論や障害学と

の接点となる「自己決定」をキーワードに知的障害
のある成人の学習支援を考察し，サポートする学習
支援論の道筋を示していく。

知的障害のある成人の学習支援論
　成人学習論と障害学の出会い　

A5判　248頁　2500円 1619-6　C3037
堀薫夫編著 中高年期の新たな可能性を引き出す「教育老年学」

の試み。本書では，後期高齢期，高齢者のナラティ
ブ，教育老年学の実践などを主なテーマに，教育老
年学の理論・実証・実践論を展開していく。

教育老年学の展開
A5判　256頁　2600円 1591-5　C3037

堀薫夫編著 高齢者の「教育・学習」に特化し，エイジングの理
論的・経験的研究の論点と知見，高齢者学習の興味
深い今日的実践を焦点化。ポジティブ・エイジング
の視座から高齢期の教育と学習のあり方を探る。

教育老年学と高齢者学習
A5判　272頁　2800円 2281-4　C3037

藤岡英雄著 ニューメディアとして登場した放送が，その後おと
なの学びの手段・媒体として今日までどのような歩
みを辿ってきたかを概観，放送を利用して行われて
いる学習の実態と課題を考える。

おとなの学びの行動学　第１部

学びのメディアとしての放送
　　放送利用個人学習の研究　　

A5判　304頁　2800円 1364-5　C3037
藤岡英雄著 日本の成人は，どんな学習をして，あるいはしたい

と思うか。また時代や社会環境につれてどのように
変わってきたかを概観，放送を利用して行われてい
る学習の実態と課題を考える。

おとなの学びの行動学　第２部

学 習 関 心 と 行 動
　　成人の学習に関する実証的研究　　

A5判　274頁　2600円 1757-5　C3037
小向敦子著 「老年学」は加齢という現象や高齢者増加により起

こる社会現象を究明する。その学問的範囲を跳び超
え，セラピーを取り入れた高齢者対策を提唱し，高
齢化そのものを付加価値化する道を探る。

セラピューティックと老年学
　　エゴ力学が変える高齢社会　　

四六判　260頁　2200円 2336-1　C3036
小向敦子著 笑いをめぐる古今東西の超学問的知識を駆使し，シ

ニアに潜在するチカラ＝笑いを解明。「老年学」と
「笑い学」を独自の視点で融合した国際的かつ学際
的な21世紀の必修科目。

シニア・ユーモリストが時代を啓く
　　「老年学」と「笑い学」の遭遇　　

A5判　216頁　1800円 1707-0　C3037
小向敦子著 誰にもやがて訪れる「老年」の光と影について，ア

カデミック，かつ系統づけてわかりやすく解説。高
齢者になるのが楽しみに待ち望めるような高齢者社
会の構築について考える。関連用語３百余収録。

カジュアル老年学
　ホリスティック・アプローチによる入門編　

A5判　208頁　2300円 1237-2　C3037
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三浦清一郎著 日本社会の伝統的子育てのあり方や少年教育思想史
を踏まえつつ，子育て支援・少年教育の原点を見つ
めなおし，バランスのとれた教育実践の方向性を提
示していく。

子育て支援の方法と少年教育の原点
四六判　192頁　1800円 1509-0　C0037

三浦清一郎著 戦後教育がなぜ失敗してきたのかを解明しつつ，戦
後の家庭・学校教育における「子ども観」と「指導
法」，特に「幼少年期」のしつけと教育法に焦点を
絞って解説してゆく。

しつけの回復教えることの復権
　「教育公害」を予防する　

四六判　176頁　1600円 1800-8　C0037
三浦清一郎著 女性はすでにさまざまな生活領域で考え方も・生き

方も変えてしまったが，多くの男性はそれらの優位
な状況を変えたくない。男女の「対立点」「問題点」

「衝突の現場」を社会教育的観点から論じる。
「変わってしまった女」と「変わりたくない男」

　　男女共同参画ノート　　

四六判　176頁　1600円 1949-4　C0037
三浦清一郎著 人生80年時代の老後に，「人間」としての精神を維

持しながら第二の人生を豊かな「収穫期」とするた
めに，いかに「衰弱との戦い」に主体的に立ち向か
うことができるかを問う生涯現役のすすめ。

安楽余生やめますか，それとも人間やめますか
　　生涯現役の方法　　

四六判　164頁　1600円 2010-0　C0037
三浦清一郎著 一人ひとりが社会貢献の実践を通して「生き甲斐」

と「絆」を求める日本型ボランティアは，旧来の共
同体文化を離れた「やさしい日本人」の新しい生き
方の選択肢として「生涯現役」の究極の形となる。

自分のためのボランティア
　居場所ありますか，必要とされて生きていますか　

四六判　176頁　1600円 2110-7　C0037
三浦清一郎編著 30年間にわたる「九州地区生涯教育実践研究会」に

よる700を超える実践をベースに，「未来の必要」を
コンセプトに掲げて，生涯教育の将来を見すえた新
しい方向・施策を見出すための提言をまとめた。

未 来 の 必 要
　　生涯教育立国の条件　　

A5判　208頁　2000円 2095-7　C0037
三浦清一郎著 熟年層の間で関心が広まる「自分史」。その意味と効

用をまとめ，基礎的な作法と実際的な書き方を丁寧
にレクチャーする。次なるライフワークとして自分
史に興味のある方，生涯学習活動等にたずさわる方に。

熟 年 の 自 分 史
　人生のラストメッセージを書こう　

四六判　146頁　1500円 2234-0　C0037
田中萬年著 「文部省」管轄下に成立した近代日本の「学校」と

「教育」。この３つの言葉をキーワードに，近代日本
教育政策の本音を解読。誤解に基づくがために迷走
を続ける今日の教育改革論に一石を投じる。

教育と学校をめぐる三大誤解
四六判　208頁　1500円 1526-7　C0037

田中萬年著 「教育を受ける権利」とはどのような意味なのか。「教
育」という言葉に疑問をもつことにより，戦後教育
の問題が新たな展開をみせる。今日の教育問題の根
源を独自の思考から解明し，教育の未来を示す。

働 く た め の 学 習
　「教育基本法ではなく「学習基本法」を　

四六判　320頁　2200円 1727-8　C0037
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齊藤武雄・佐々木英一・田中喜美・依田有弘編 未曾有の不況下で苦境に立たされている若年者の労
働をみつめ，ノン・エリート層（主に高校生やハン
ディをもつ青年ら）に切実に求められている職業教
育・職業指導を探究。学校の役割，教師の役割とは。

ノンキャリア教育としての職業指導
A5判　288頁　2500円 1924-1　C3037

横尾恒隆著 職業教育運動の展開，スミス・ヒューズ法制定による
アメリカの公教育としての職業教育成立の教育史的意
義を，職業教育の公共性という観点から解明。職業教
育充実に関心をもつ人へ有効な知見と的確な示唆を提供。

アメリカにおける公教育
としての職業教育の成立

A5判　480頁　5600円 2415-3　C3037
黒澤英典／練馬区地域教育力・体験活動
推進協議会共編

子どもたちが，かけがえのない存在として地域社会
の中で活かされ，感謝され，必要とされる「要場所
づくり」の試み。練馬区地域教育力・体験活動推進
協議会の３年に及ぶ活動を紹介していく。

「居場所づくり」から「要場所づくり」へ
A5判　200頁　1800円 1508-3　C0037

伏木久始・峯村均著 長野県初の公立の小中一貫校（義務教育学校）誕生
までの道程と，地域に根差した，一人一人を大切に
する豊かな教育実践の取り組みを紹介。人口減少時
代の新たな学校のあり方・教育のあり方を提示。

山と湖の小さな町の大きな挑戦
　信濃町の小中一貫教育の取り組み　

A5判　208頁　2000円 2726-0　C3037
綿貫健治著

国際基準の世界大学ランキングの意義を説き，タイ
ムズや QS 等の各評価機関の2015-2016データをも
とに比較・分析した大学関係者の必読書。

世界大学ランキングと日本の大学
　ワールドクラス・ユニバーシティへの道　

A5判　128頁　1500円 2580-8　C3037
A. スプリング・S. ケリガン・S. ゲルモン・B. A. ホランド・A.ドリスコル著／
山田一隆監訳　市川享子・齋藤百合子・福井里江・村上徹也・中原美香訳

大学の社会参画プログラムの多面的な質的向上に資
する，継続的改善へのアセスメントを提起する。学
生，教員，地域，大学機関ごとに，評価・活動の意
義・視点・具体的方法等をさまざまな観点から解説。

社会参画する大学と市民学習
　アセスメントの原理と技法　

A5判　228頁　2500円 2561-7　C3037
三浦清一郎編著 子育て支援，自然・生活体験活動，高齢者社会参加

支援活動等，生涯学習の文脈におけるさまざまな地
域市民活動の最新事例を紹介。市民参画型生涯学
習，地域市民活動がもつ新たな可能性を提示。

市民の参画と地域活力の創造
　生涯学習立国論　

A5判　224頁　2000円 1561-8　C0037
清見潟大学塾編 生涯学習の分野で全国に先駆け，市民主導型のシス

テムを構築してきた清見潟大学塾。20年の私塾の歴
史を振り返りつつ，これからの自立型長寿社会の構
築に向けた可能性を模索する。

新静岡市発 生涯学習20年
　　自立型長寿社会へのアプローチ　　

A5判　304頁　1429円 1327-0　C0037
瀬沼克彰著 欧米と様子が違う日本型生涯学習，供給側に力点を

おき分析。多様な供給主体が各々で革新を努め，ネ
ットワークや異業種交流の利点を生かせば，行政・
企業・教育機関・住民団体が連携され活性化できる。

日本型生涯学習の特徴と振興策
A5判　378頁　5500円 1055-2　C3037
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瀬沼克彰著 余暇問題の発端について，現在から過去に遡り，発
生の経緯や要因，活動の流れを概括し，個人の余暇
ライフの究明を行う。さらに行政と民間の対応につ
いて取り上げ，今後の方向性や展望を探る。

現代余暇論の構築
A5判　360頁　3800円 1181-8　C3037

瀬沼克彰著 余暇問題への取り組みがいまだに遅れている日本に
あって，余暇をどう捉えるか。日本の余暇について
の歴史をもらさず記録。余暇論の第一人者である著
者が30年にわたる諸論考をまとめた余暇論の集大成。

余暇の動向と可能性
A5判　384頁　3800円 1402-4　C3037

瀬沼克彰著 〔生涯教育の研究〕急速な高齢社会の到来によって，
これまでの高齢者像が喪失し，新しいモデルが模索
されている。豊かで充実した老後を築くために，個
人と社会の両面から望ましい対応策を提案。

高齢社会の生涯教育
四六判　282頁　2000円 0250-2　C3037

明治大学史資料センター編 2011年に創立130年を迎えた明治大学。大学史資料
センターの貴重な史料から，明治大学の創立期，初
期に大学を担った人々や，さまざまな分野で活躍し
た校友たち109人を精選して紹介する。

明治大学小史 人物編
四六判　256頁　2300円 2217-3　C1021

田中治彦・三宅隆史・湯本浩之編著 「ESD の10年」「MDGs」を引き継いだ「SDGs」の
時代の幕開けとともに，グローバルな問題解決，持
続可能な世界の実現を目指して行動をおこす全ての
人々をナビゲートする座右の書。

SDGs と 開 発 教 育
　持続可能な開発目標のための学び　

A5判　304頁　3000円 2649-2　C3037
田中治彦・三宅隆史・湯本浩之編著 既刊『SDGs と開発教育』の姉妹本として，地球資

源制約下における持続可能な開発を環境的側面から
掘り下げ，SDGs における環境教育的な視座を提起
する。

SDGs と 環 境 教 育
　地球資源制約の視座と持続可能な開発目標のための学び　

A5判　320頁　3000円 2738-3　C3037
田中治彦編著／（特活）開発教育協会企画協力 大学や専門学校などにおける国際協力，多文化共

生，地球市民といったの講義・コース名で開設され
る「開発教育」の理念と歴史，テーマ別各論，これ
からの展望を簡潔にまとめた日本で最初のテキスト。

開 発 教 育
　持続可能な世界のために　

A5判　264頁　2400円 1751-3　C3037
（特活）開発教育協会内 ESD 開発教育
カリキュラム研究会編

これまでの開発教育カリキュラムの課題について反
省を加えながら，国連・持続可能な開発のための教
育の10年における ESD 実践や2011年度からの新学
習指導要領での開発教育実践を推進する手引書。

開発教育で実践するESDカリキュラム
　地域を掘り下げ，世界とつながる学びのデザイン　

〈電子版のみ〉　A5判　224頁　2400円 2102-2　C3037
藤岡達也編著 持続可能な開発のための教育の観点から，日本の資

源を見直し，自然の仕組みと人間活動とのかかわり
について学ぶ。とくに日本海側，主に新潟県に残る
貴重な自然資源を取り上げる。

環境教育と地域観光資源
A5判　192頁　1900円 1843-5　C3037
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井上講四著 いまの学校教育を汲んだ教育・学習の枠組みづくり
としての生涯学習体系づくりとは。構造的な解決に
示唆をあたえる。青少年教育のシステム化，地域教
育経営など教育の複合的復権の具体策を講じた。

教育の複合的復権
　　「教え育てること」を忌避した社会 ?!　　

四六判　171頁　2000円 1037-8　C3037
井上平治編著 戦前北海道・道南の全町村に存在した職業訓練学校

「青年学校」での技術教育を長年の聞き取り調査を
基に明らかにした。技術教育の教育内容の他，戦時
体制下の青年学校の歴史的経緯や実態に迫った。

道南地域の青年学校と技術教育
A5判　208頁　2400円 1593-9　C3037

丸山克俊著 著者が長年体育授業や部活動などで培ってきた教育
実践を紹介し，専攻実技であるソフトボールの監督
体験によるスポーツ集団や組織のあり方，ルール論，
リーダーシップ論等についてまとめた。

実践スポーツ教育論〔増補版〕
　　グラウンドで学ぶ人生の知恵　　

四六判　240頁　1950円 1254-9　C3037
丸山克俊著 大きな可能性を秘めている体育・スポーツ教育を介

して，人間の間柄的構造関係が織り成す魅力，迫
力，おもしろさ，そしてそれらを引き出す指導の在
り方を内外での豊富な体験・実践知から説く。

グラウンドで学ぶ人生の知恵
　　実践ソフトボール教育論　　

四六判　192頁　1900円 2218-0　C3075
川合雅子著

自己理解を深め，就職したい職業選択や自己実現の
道しるべを示した自己分析ノート。就職準備の情報
収集や将来のライフスタイルを考えるのに最適。

キャリア発掘　わたしの適性・適職発見
　　短大・大学生版　　

B5判　136頁　1500円 0933-4　C3011
川合雅子編著 就職活動に成功するための社会力（ソーシャルスキ

ル）を身につけるために，わかりやすいイラストや
実践的な作業をおりまぜながら，９つのチャプター
を通じて自らステップアップできるテキスト。

就活をこの本からはじめよう
A5判　128頁　1600円 2227-2　C3037

古閑博美編著 キャリア教育としてのインターンシップへの関心や
理解が深まるよう，理論と実践の両面から紹介。最
新の情報を盛り込み，職場の常識やマナー，スキル
等，就職活動や就職後にも役立つ実践的な内容も充実。

インターンシップ〔第二版〕
　キャリア形成に資する就業体験　

B5判　144頁　1900円 2529-7　C3037
寺田盛紀著 中等教育段階から高等教育，そして就職後初期段階

から「キャリア中期」段階にわたるキャリア教育・
キャリア開発を，キャリア形成というより広い視角
から説明する。

キ ャ リ ア 教 育 論
　若者のキャリアと職業観の形成　

A5判　192頁　2200円 2475-7　C3037
谷田川ルミ著 キャリア支援の歴史分析とともに，16年間４度にわ

たる大学生の意識調査から，学生のライフコース展
望・意識を分析。今後のキャリア支援へのジェンダ
ー視点導入の重要性を説く。

大学生のキャリアとジェンダー
　大学生調査にみるキャリア支援への示唆　

A5判　196頁　2700円 2593-8　C3036
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梅澤正著 これからの大学は，学生に対する就職相談や就職指
導では生き残れない。本書は，教職員がキャリアメ
ンターとして，学生にキャリア形成支援の舞台と経
験を提供するための学習テキスト。

大学におけるキャリア教育のこれから
四六判　196頁　1800円 1668-4　C3036

落合功著 ニート，第二新卒者，転職希望者，子育て中の女性
支援，女性のためのステップアップ支援，女性のた
めのメンター養成，生涯学習など様々な学び直しに
応える社会づくりと大学の果たす役割を提言。

学び直し可能な社会と大学
　　これからのキャリア教育　　

四六判　208頁　2000円 2181-7　C3037
有田五郎・今井昭正・上憲治
戸川隆夫・村林栄彦著

実業界での豊富な経験をもとに大学におけるキャリ
ア関連講座を担当する執筆陣が実践をふまえて構築
したキャリア教育の最適書。エクササイズ実施のた
めのティーチャーズマニュアルも完備。

実学キャリア入門
　　社会人力を体感する　　

B5判　132頁　1700円 1908-1　C3037
梶原宣俊著 教育改革の理念に基づき，学生個人の主体性を尊重

し，「気づき支援」を重視した体験学習中心のキャ
リア形成と就職支援を統合した実践的キャリア教育
のテキスト。

カード式 図解キャリアデザイン
B5判　128頁　1900円 2177-0　C3037

青島祐子著 いま働いている，これから社会に出ようとしている
女性たちへ，生涯を貫くものとして職業生活を位置
づけ，長期的な視点でトータルな自己実現をめざす
キャリアデザインの必要性をとく。

女性のキャリアデザイン〔新版〕
　働き方・生き方の選択　

四六判　256頁　1800円 1679-0　C3037
山澤和子著 男女共同参画社会基本法の成立直後に開講された女

性問題講座の受講生を対象に，受講後に学びによって
意識が変容し活動に結びついたプロセスを，ライフス
トーリー調査法を用いて分析した研究成果をまとめる。

女性の学びと意識変容
A5判　288頁　4500円 2567-9　C3037

尾崎正延・三浦直子・師玉真理編著 長期スパーンの問題にも対応できるような物事の考
え方を育む教養教育を目指す。哲学，文学，心理
学，政治学，経済学，法学，社会学の人文・社会科
学の７つのコア科目からなる教養教育のテキスト。

現代社会を読み解く知
A5判　224頁　2200円 2670-6　C3030

柴田義松著

柴田義松教育著作集

木内剛編集 生活単元学習・問題解決学習の批判と，日本の民間
教育研究団体の実践が生み出した系統学習理論の検
討を通じて，教科教育の現代化を理論的に展望した
代表著作『現代の教授学』を収録。

１ 現 代 の 教 授 学
A5判　256頁　2800円 2027-8　C3337
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宮坂琇子編集 教育的人間学の祖ウシンスキー及び天才的心理学者
ヴィゴツキーの理論を丁寧に読み解き，その知見に
基づく鋭い視点で学習過程論や思春期問題などの教
育理論や教育実践の諸問題を多角的に分析する。

２ 教 育 的 人 間 学
A5判　256頁　2800円 2028-5　C3337

小林義明編集 戦前・戦後の教育課程と学習指導要領を検討し，日
本のこれからの教育を語るうえでの出発点となる教
育改善の方向性と具体的方策を示した著者の学問的
業績が縦横に発揮された教育課程論論考集。

３ 教 育 課 程 論
A5判　256頁　2800円 2029-2　C3337

阿部昇編集 「経験主義教育」と「系統的学習」の止揚，あるべ
き教科書の姿，批判的リテラシーの必要性など，現
在の教育改革に直接つながる教科書論考や教科教育
にまつわる数々の論考を４章構成に再編。

４ 教 科 教 育 論
A5判　248頁　2800円 2030-8　C3337

澤野由紀子編集 世界から注目される日本の授業研究の取り組みの展
開とその方法論，国語教科書の歴史的変遷，教育評
価論など，1960年代の授業研究，教授学研究を総括
した『授業の基礎理論』収録の論考を再構成。

５ 授業の基礎理論
A5判　256頁　2800円 2031-5　C3337

加藤郁夫編集 『授業の原理』『教授の技術』『教育の方法と技術』
を再構成し，戦後の先進的な授業実践に学びながら
授業の技術の基本的性格を明らかにし，授業の技術
の重要性を論じる。

６ 授 業 の 原 理
A5判　256頁　2800円 2032-2　C3337

世良正浩編集 今日の教育改革の重要課題の一つである「子どもに
学び方そのものを学ばせ，自主・自立の学び手に育
てるということ」を日本の教育界で一般化すべく「学
び方」学習に関する論考を，再構成し収録した。

７ 学 び 方 学 習 論
A5判　248頁　2800円 2033-9　C3337

高橋喜代治編集 故大西忠治が解明し得なかった「学習の集団的性格
と個人的性格の矛盾」をことばの二重性に着目し明
らかにした論考，スホムリンスキーの児童観と教育
観など，近代教育思想についての論考を収録。

８ 学 習 集 団 論
A5判　248頁　2800円 2034-6　C3337

教育学のポイント ･ シリーズ

柴田義松・山﨑準二編著 教育学の全領域を網羅し，基本的知識を一問一答形
式で簡易に解説。多岐にわたる知識の整理と点検に
役立ち，新たな教育問題への研究・実践の諸成果も
踏まえた改訂版。

教 育 原 論〔第二版〕

A5判　160頁　1500円 1954-8　C3337
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柴田義松・斉藤利彦編著 人間とその教育のあり方に関する興味をかきたて，
時代や社会と人間との関係に対する歴史意識を高め
ていくという観点から編集。外国教育史編と日本教
育史編の２部。

教 育 史
A5判　160頁　1500円 1397-3　C3337

柴田義松・山﨑準二編著 教育方法学における基本的知識の全領域をおさめ，
多岐にわたる知識の整理と点検に役立つよう配慮。
現代的課題の学習にも対応した一問一答形式のテキ
スト。内容的な刷新を図った第２版。

教育の方法と技術〔第二版〕

A5判　160頁　1600円 2440-5　C3337
柴田義松・宮坂琇子編著 教育心理学の分野に含まれる発達や学習の基礎理論

から障害児の心理と教育，学校カウンセリングまで，
最近の動向を含む幅広い内容を一問一答形式で簡明
平易に解説。

教 育 心 理 学
A5判　160頁　1500円 1399-7　C3337

柴田義松編 教育現場に広がる教育病理現象を克服し，子ども不
在の教育改革を打開する為に今求められる教育課程
のあり方を探る。全領域の基本をおさえた，一問一
答形式のテキスト。

教 育 課 程
A5判　160頁　1500円 1556-4　C3337

牟田悦子編 学校教育における心理教育的援助サービスである，
児童生徒理解，生徒指導，進路指導，教育相談の学
習として，また家庭教育，並びに地域社会における
子どもの教育においても，共通に理解を深めたい内容。

生徒理解・指導と教育相談
A5判　152頁　1500円 1688-2　C3037

三輪定宣編集代表

教師教育テキストシリーズ

三輪定宣著 教育はいのちのリレーで，人間をつくるしごとであ
る。教育は人間にどう関わり，人類史，人間社会を
どのように創り出してきたのか。教育の本質に迫り，
教育，教師，教育学の未来を展望する。

１ 教 育 学 概 論
A5判　234頁　2200円 1651-6　C3337

岩田康之・高野和子編 「教職の意義等」に関する科目のテキスト。教師教
育が「大学」という場で行われていることの意義を
確認したうえで，教師として行う実践や入職後のキ
ャリア形成といった課題のとらえ方にも言及する。

２ 教 職 論
A5判　208頁　1800円 1652-3　C3337

古沢常雄・米田俊彦共編 16～21世紀にいたる600年間の西洋教育史の流れを，
時代とテーマに即して概括的に記述。江戸時代から
1960年代までの日本の教育の歴史を，時代の社会の
状況と教育の課題を簡潔に示しながら解説する。

３ 教 育 史
A5判　242頁　2200円 1653-0　C3337
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杉江修治編 教育心理学の成果の中から，教育実践者としての教
師の資質を高める上で，その有意義性が明らかな内
容を取り上げ，教育実践の基礎を形づくり，実践を
効果的に進めるための考え方を記す。

４ 教 育 心 理 学
A5判　184頁　1800円 1654-7　C3337

久冨善之・長谷川裕編 社会学の理論・方法の多様化，教育特有の事象によ
る社会学一般を超えた性質などを考慮にいれながら
わかりやすく解説した。教育社会学固有の学問的視
角の意味を教職の立場から考える。

５ 教 育 社 会 学
A5判　208頁　1800円 1655-4　C3337

長澤成次編 今日，総じて人間の諸権利が剥奪される状況にあっ
て，あらためて子ども・若者・大人の「人権」とし
ての学びを支え，地域を創る学校教育と社会教育の
もつ役割と可能性を追求する。

６ 社 会 教 育
A5判　180頁　品切中 1656-1　C3337

浪本勝年編 教員採用試験などにおいてよく出題される法と制度
について学習するためのテキスト。日本における教
員養成，大学の教職課程において教育に関する「社
会的・制度的・経営的事項」について学習する。

７ 教育の法と制度
A5判　200頁　2000円 1657-8　C3337

小島弘道編 学校づくりの経営実践を，その本質，歴史，制度，
組織にわたって解説。スクールリーダーのみならず
全職員が参加してはじめて功を奏する学校経営の実
情と課題を明らかにする。

８ 学 校 経 営
A5判　226頁　1800円 1658-5　C3337

山﨑準二編 教育課程の現状課題を整理し，個々の教育課程編成
課題への理解を深めるとともに，新しい教育課程を
創造していく力量を獲得するための手がかりとして，
学校教育課程の全体構造への理解を深められる。

９ 教 育 課 程
A5判　194頁　1800円 1659-2　C3337

岩川直樹編 教育方法学における多様なアプローチのいくつかの
視点を紹介。教育方法を探求する基本的な意味を見
つめなおしたうえで，それぞれの学問的コンテキス
トから教育方法の実践的探究にアプローチを行う。

10 教育の方法・技術
A5判　168頁　1800円 1660-8　C3337

井ノ口淳三編 教師を志す人が教職科目としての「道徳教育」を学
ぶ際に突き当たる疑問を解明。道徳教育の基本的概
念を歴史的な背景をふまえ解説。2015年の学習指導
要領の改正に対応した最新の改訂版。

11 道 徳 教 育 〔改訂版〕

A5判　208頁　1900円 2655-3　C3337
折出健二編 学校教育における学校行事や特別活動の位置とその

教育的意義を解明する。子どもたちの自治的活動と
文化的活動の実践のイメージがもてるように，原理
的・実際的な観点から課題を深める。

12 特 別 活 動
A5判　180頁　1800円 1662-2　C3337
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折出健二編 「生活を指導する」のではなく，教師と子どもたち
との共に作る「生活が（子どもたちを）導びく」と
いう視点に立つ生活指導の手引き書。生活指導と教
科指導の関係を，学びの共同性という視点から探究。

13 生 活 指 導 〔改訂版〕
　生き方についての生徒指導・進路指導とともに　

A5判　200頁　1900円 2469-6　C3337
広木克行編 教育相談についての歴史と理論に関する基本的な概

念を整理するとともに，教育相談をめぐる最新のコ
ンセプトや試みの事例に目を向け，その紹介と検討
を通して，これからの教育相談のあり方を考える。

14 教 育 相 談
A5判　194頁　1800円 1664-6　C3337

高野和子・岩田康之共編 大学入学後の早い段階から，大学の学内の授業と
「介護等体験」など大学外でのさまざまな体験とを
照らし合わせて，教職への道を考えてもらうための
手がかりとなるテキストを意図した。

15 教 育 実 習
A5判　208頁　1800円 1665-3　C3337

教師のための教育学シリーズ編集委員会監修

教師のための教育学シリーズ

平野朝久編著 教師の職務について基礎的な知識を学び，職務を支
え，それを遂行する条件となる教育法制および学校
という組織について理解を深め，教職について自ら
学び研究を深めるための１冊。

１ 教 職 総 論
　教師のための教育理論　

A5判　224頁　2000円 2611-9　C3337

古屋恵太編著 歴史的順序にこだわらず，大きな問いから学び始め
る，トピック形式の新しい教育原理テキスト。有機
的な構成・配列で，教育の哲学・思想，歴史を現代
の教育課題とのかかわりをもちながら学ぶ。

２ 教育の哲学・歴史
A5判　212頁　2100円 2612-6　C3337

佐々木幸寿編著 現代の教育の状況を読み解き，具体的な解決策を考
えるうえで不可欠になる視点「学校法」のテキス
ト。学校関係法，学校法，教育課題と法などについ
て，解説していく。

３ 学 校 法
A5判　256頁　2500円 2613-3　C3337

末松裕基編著 「教育経営」を広い射程から捉え論じたテキスト。理
論的課題，教育経営政策と法，教育・福祉改革と制
度設計，学校と地域，学校づくりの組織論等，入門
書を超え，さまざまな現状への問題提起を行う必読書。

４ 教 育 経 営 論
A5判　224頁　2200円 2614-0　C3337

山田雅彦編著 個々の教師による授業づくりや，教師の意図とは無
関係に展開する子ども（児童・生徒）の学びまで視
野にとらえた，異色の教職教養としての教育課程論。６ 教 育 課 程 論

A5判　208頁　2100円 2616-4　C3337
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林尚示編著 学級活動，ホームルーム活動，児童会活動，生徒会
活動，クラブ活動等，具体的内容に即し，作業課題
も設定し，大学の授業でのアクティブ・ラーニング
が実施できるよう工夫。

９ 特 別 活 動
　理論と方法　

A5判　272頁　2700円 2619-5　C3337

林尚示・伊藤秀樹編著 最新の生徒指導と進路指導についてバランスよく全
体を網羅したテキスト。『生徒指導提要』『高等学校
キャリア教育の手引き』に基づきながら研究上の最
新の知見も取り上げた。

10 生徒指導・進路指導
　理論と方法　

A5判　226頁　2200円 2620-1　C3337

腰越滋編著 子ども，教育，社会の相互の関係性に配慮。教育社
会学の流行を意識した概念を紹介。子どもと教育と
社会をめぐる問題を整理，検討。啓蒙的な内容から
専門的な知見までを幅広く網羅。

11 子どもと教育と社会
A5判　202頁　2100円 2621-8　C3337

〔近刊〕
5　教育心理学　7　教育方法技術論　8　道徳教育論　12　教育実習論

小島弘道監修
講座 現代学校教育の高度化

篠原清昭・笠井尚・生嶌亜樹子著 教育改革のなかで急激に進行する教育法現象の変化
を考察し，そこに規定される教育方法論を検証し，
現代の教育法制の構造と特質を総論と各論から構成
し明らかにする。

４ 現代の教育法制
A5判　192頁　2100円 2074-2　C3337

山﨑準二・榊原禎宏・辻野けんま著 教師を取り巻く環境へ視野を広げ，教師のありよう
を説明する職務や業務，「よりよく」あるための職
能開発，教育労働を支える自立性や発達という観点
から分析する。

５ 「 考 え る 教 師 」
　省察，創造，実践する教師　

A5判　180頁　2100円 2245-6　C3337
佐藤晴雄・望月厚志・柴田彩千子著 教職員に必要な社会教育や生涯学習の基礎的な知識

と実践的課題，両者の関係性や変遷，歴史，法制度
を取り上げた。学校との関連性や学校支援に果たす
社会教育・生涯学習の意義，役割などを論考する。

６ 生涯学習と学習社会の創造
A5判　176頁　2100円 2331-6　C3337

小島弘道・淵上克義・露口健司著 現代の学校教育を高度化し，児童生徒を社会の立派
な担い手として育成するうえで，教師教育や学校の
経営に求められる観点からスクールリーダーシップ
の本質とその実践的視野について論じる。

７ スクールリーダーシップ
A5判　180頁　2100円 2099-5　C3337
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小島弘道・勝野正章・平井貴美代著 「子どもたちの人生と未来に責任をもつ」とはどう
いうことか。それを実現するためにどのような学校
経営がありうるのかについて探求するとともに，そ
の実践的な課題を明らかにする。

８ 学校づくりと学校経営
A5判　184頁　2500円 2656-0　C3337

小島弘道・熊谷愼之輔・末松裕基著 教育学と学校経営学では全く新しい分野である中間
概念，中間の創造者であるスクールミドルと，その
機能としてのミドルリーダーシップをどう捉えるか
という課題に挑戦していく。

11 学校づくりとスクールミドル
A5判　192頁　2100円 2294-4　C3337

田中耕治・森脇健夫・徳岡慶一著 日本の授業実践を中軸とした学校づくりを展望する
とともに，子どもたちの「学び」の創造をめざす「授
業づくり」としての「授業研究」の魅力と有効性の
再構築を試みる。

16 授業づくりと学びの創造
A5判　176頁　2100円 2149-7　C3337

山本敏郎・鈴木庸裕・石井久雄著
生活指導研究が直面している課題と新しい実践的な
研究課題を提案。情報化社会のなか子どもがかかえ
る問題や困難さとのアプローチについて考察。

18 学校教育と生活指導の創造
　福祉社会・情報社会における学校と地域　

A5判　160頁　2400円 2574-7　C3337
石隈利紀・家近早苗・飯田順子著 子ども，教職員，授業づくり・学校づくりを援助す

る実践が求められるなか，心理教育的援助サービス
の理論と実践モデルについて，授業と援助サービス
のシステムに焦点をあてて考察し実践の知を提供する。

19 学校教育と心理教育的援助サービスの創造
A5判　176頁　2100円 2408-5　C3337

渡辺三枝子・鹿嶋研之助・若松養亮著 産業界を含めた社会の関心・ニーズが高まるなか，
教職課程でキャリア教育について学ぶ機会のなかっ
た現職教諭が，キャリア教育の基本的知識及び日々
の教育活動で役立つ知識・情報などで構成した。

20 学校教育とキャリア教育の創造
A5判　184頁　2100円 2100-8　C3337

吉田武男・相澤伸幸・柳沼良太著 道徳や倫理についての基本概念を理解するとともに，
人類史のなかで問い続けられてきた道徳の特徴につ
いて，また道徳教育の理論や実践の特質について考
察する。

23 学校教育と道徳教育の創造
A5判　192頁　2100円 2108-4　C3337

北神正行・木原俊行・佐野享子著 複雑化・多様化する学校教育課題への対応という新
たな事態に直面する個々の学校が，どう教育力や組
織力を向上させ，学校改善を図っていくかという課
題について校内研修の設計という観点から論じる。

24 学校改善と校内研修の設計
A5判　178頁　2100円 2101-5　C3337

宮寺晃夫・平田諭治・岡本智周著 子どもの自己実現，国民の形成をめざす学校教育の
意味と意義，国家が行った取組みや意思，今後の展
望などの問題に，比較教育論，歴史学，社会学から
アプローチし，国民の形成を根源から問い直す。

25 学校教育と国民の形成
A5判　176頁　2100円 2327-9　C3337
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唐木清志・西村公孝・藤原孝章著 より良い社会を創造できる市民を育成することをめ
ざす社会科の使命を，市民・グローバルが中軸とな
る現代社会における「社会参画」「参加」という概
念から考察する。

28 社会参画と社会科教育の創造
A5判　176頁　2100円 2109-1　C3337

卯城祐司・アレン玉井光江・バトラー後藤裕子著 英文の理解を柔軟に修正できるリテラシー指導とは。
グローバル社会を迎えた日本最先端のさまざまな理
論や実践を紹介，小学校～大学，生涯教育までの英
語教育におけるリテラシーの育成に一石を投じる。

30 リテラシーを育てる英語教育の創造
A5判　192頁　2500円 2329-3　C3337

鈴木眞理編集代表

講座　転形期の社会教育

松岡廣路・松橋義樹・鈴木眞理編著 社会教育の世界を知ってもらう初学者のためのテキ
スト。15の章より構成され，転形期の社会教育の

「流れに掉さす」ための道筋を探り，社会教育の理
想を考究していく。

Ⅰ 社会教育の基礎
　転形期の社会教育を考える　

A5判　240頁　2500円 2511-2　C3337

鈴木眞理・伊藤真木子・本庄陽子編著 「連携」という発想や実態について，連携が求めら
れる各主体や領域に即した基本的な事柄を整理，各
主体や領域を通底する考え方や論点を提示し，社会
教育の固有性を考える。

Ⅱ 社会教育の連携論
　社会教育の固有性と連携を考える　

A5判　208頁　2300円 2512-9　C3337

鈴木眞理・井上伸良・大木真徳編著 社会教育を学ぶ人に，社会教育施設に関する経緯と
現状を理解してもらうことを目的とした。社会教育
施設が直面している課題を示し，今後の展望を描く
うえでの視点を提示。

Ⅲ 社会教育の施設論
　社会教育の空間的展開を考える　

A5判　192頁　2300円 2513-6　C3337

鈴木眞理・青山鉄兵・内山淳子編著 社会教育の転形期において，その前提となる「学
習」や「学習支援」のあり方を幅広くとらえ直し，
そのなかで改めて「社会教育における学習（および
学習支援）とは何か」を考える。

Ⅳ 社会教育の学習論
　社会教育がめざす人間像を考える　

A5判　192頁　2300円 2514-3　C3337

鈴木眞理・稲葉隆・藤原文雄編著 社会教育の転形期において社会教育の基本かつ喫緊の
テーマ，制度設計と評価について，基本的・原則的な事
柄を整理。社会教育と行政が直面している課題を示し，
公共性という視角を意識しつつ社会教育の展望を描く。

Ⅴ 社会教育の公共性論
　社会教育の制度設計と評価を考える　

A5判　208頁　2300円 2515-0　C3337

津田英二・久井英輔・鈴木眞理編著 新たな社会教育・生涯学習研究の担い手に向けて，
その魅力，意義，方法について語り，従来の研究の
蓄積の上に，新たな社会教育・生涯学習研究を展望
していく。

Ⅵ 社会教育・生涯学習研究のすすめ
　社会教育の研究を考える　

A5判　240頁　2500円 2516-7　C3337
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住田正樹 ･ 武内清 ･ 永井聖二監修

子ども社会シリーズ〈全６巻〉

住田正樹編 育児不安，父親不在，しつけ，虐待，ひとり親家
族，離婚，ライフコースや親役割の変容など，今日
の家族の現状と，家族のなかでの子どもの生活をめ
ぐる今日的問題群への実証的アプローチ。

１ 子 ど も と 家 族
A5判　192頁　2000円 2017-9　C3336

永井聖二・神長美津子編 日本における幼児教育の変遷や海外の実情，幼少連
携など多角的に幼児教育の現状や課題を掘り下げる。
幼稚園保育士や教師をめざす人はもとより，現職の
人にも役立つ一冊。

２ 幼児教育の世界
A5判　192頁　2000円 2018-6　C3336

武内清編 学校組織の特質，学習指導要領，道徳教育，キャリ
ア教育，いじめ，国際化など，子どもの教育に影響
を与えている学校の制度や組織や文化の現状と問題
点を，客観的な立場からその実際を再吟味する。

３ 子 ど も と 学 校
A5判　192頁　2000円 2019-3　C3336

住田正樹編 地域社会の範域を通学区域（校区）ととらえ，この
問題領域での子どもの発達過程における地域社会の
意味と役割，そして現在生じている問題の解決策を
具体的にわかりやすく解説する。

４ 子どもと地域社会
A5判　184頁　2000円 2020-9　C3336

武内清編 子どもの学力問題，校内暴力・学級崩壊，少年非
行・犯罪，居場所，情報行動といった分野を取り上
げ，そこでの子どもと大人の社会や文化との葛藤，
そこから生まれる子どもの「問題」行動を考察する。

５ 子どもの「問題」行動
A5判　192頁　2000円 2021-6　C3336

永井聖二・加藤理編 情報化社会が大人と子どものボーダレス化現象を生
み，消費社会の進展が子どもを一消費者として扱う
現代社会について，単に現象を取り上げるのではな
く，歴史的視野からも複眼的に分析・考察する。

６ 消費社会と子どもの文化〔改訂版〕

A5判　200頁　2000円 2543-3　C3336

早稲田教育叢書

藁谷友紀編 教科教育の情報化を念頭に，その土台作りとして現
場の先生のためのコンピュータ活用術を取り上げた。
教材作成，成績管理，インターネットによる資料収
集他，現場の教員を交えて解説。

コンピュータと教育
　　学校における情報機器活用術　　

四六判　154頁　1500円 0894-8　C3337
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北山雅昭編著 自然・社会科学より研究者・実務家・記者・弁護士
ら多様な視点を以てした。第一に生活・自然・地球
と環境の様を。第二に問題発生の仕組を解き手だて
を。第三に自らの生と関わる契機を。

環境問題への誘い
　　接続可能性の実現を目指して　　

A5判　236頁　2000円 0947-1　C3045
山岡道男・淺野忠克・山田幸俊編著 高校生より対象に，経済学の基礎をなるたけ平たく

迅速に得られるよう編む。演習（グラフや数式を省
いた）を行ないながら考え，解説を読み，知識と理
解を深めていく。

経 済 学 入 門
　　クイズで経済学習　　

A5判　168頁　1600円 0951-8　C3033
東清和・高塚雄介編著 日本での学校カウンセリングはこれから本格的に始

動しようとしている。その動向を加速さすにも学校
カウンセリングの基礎理論と手厚い実践との整合を
こころみた。進路指導ほか。

学校社会とカウンセリング
　　教育臨床論　　

A5判　208頁　2000円 0975-4　C3037
朝倉征夫編著 子どもたちの望ましくない変化は親や教師の責任と

するにはあれこれに目を奪われ問題の所在を見失い
がち。産業の革新下で不可視なまま変化を来たして
いるのでは。

子どもたちはいま
　　産業革新下の子育て　　

A5判　233頁　2100円 1026-2　C3337
伊藤洋編著 日本の中学校１年に非常に近いところ（年齢的には

11 ～ 12歳）を比較するという立場で，フランスで
はコレージュ１年，ドイツでは中等教育領域の第７
学年の教科書を中心に取り上げた。

国語の教科書を考える
　　フランス・ドイツ・日本　　

A5判　183頁　2100円 1027-9　C3337
今野喜清編著 子どもたちの学びの閉塞化情況の分析を踏まえ，学

びの主体形成のための新たな学校知の再編構想を提
示。フェミニズムや福祉教育などの観点から教材開
発や授業展開を具体的に論考する。

学校知を組みかえる
　　新しい“学び”のための授業をめざして　　

A5判　256頁　2200円 1133-7　C3337
朝倉征夫編著 多様な文化と共に生きる社会で求められる多元主義

にもとづいた教育実践を，日本，アジア，オセアニ
ア地域の他者理解をうながす多文化教育を取り上げ，
その課題と展望をまとめた。

多文化教育の研究
　　ひと，ことば，つながり　　

A5判　192頁　1800円 1257-0　C3337
円城寺守編著 知識が集積され活動範囲が広がり，少しずつ人の目

が大きくなり地球はだんだん小さくなった。今，地
球上に起こる事象や社会における現象を一つのシス
テムとして捉え，考えていく。

地球環境システム
A5判　240頁　2000円 1294-5　C3045

喜多明人編著 現代日本の学校改革がいかに進み，「専門職学校自
治」の枠組みを超え，子どもや保護者，住民などに
よる学校参加がどのように進展しているのか。多角
的にその課題と展望を明かす。

現代学校改革と子どもの参加の権利
　　子ども参加型学校共同体の確立をめざして　　

A5判　196頁　1800円 1313-3　C3337
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中野美知子編著 早稲田大学の1997年からの研究成果，チュートリア
ル英語，CCDL，オンデマンド授業，サイバーレク
チャーといったネットワーク型の教育等の教育実践
を紹介，改革への試案を提示。

英語教育グローバルデザイン
A5判　192頁　2000円 1415-4　C3337

大西健夫・佐藤能丸編著 公教育の基本理念である「志」と，財政という
「資」の視野から，私立大学の建学理念と歴史を多
彩に取り上げる。「志」を源流として発展する私立
大学の在り方とは。

私 立 大 学 の 源 流
　「志」と「資」の大学理念　

A5判　168頁　1800円 1529-8　C3337
石堂常世編著 21世紀型学習のひとつである「総合的な学習の時

間」を生かすための複合・学際的テーマ設定，また
教材研究プランニングについて，さまざまな事例研
究から専門的考察を加えていく。

「総合的な学習の時間」教材研究 中学・高校版
　　素材をどう生かすか　　

A5判　272頁　2500円 1588-5　C3337
坂爪一幸著 神経心理学的症状或いは高次脳機能障害と称され

る，脳損傷後にみられる症状や障害という「心」の
活動の変化の解読。その臨床的研究により，「心」
の存在と形成を理解する手がかりを探る。

高次脳機能の障害心理学
　神経心理学的症状とリハビリテーション・アプローチ　

A5判　224頁　2300円 1650-9　C3337
大津雄一・金井景子編著 国語教育の重要な一角を占める音声言語教育分野に

関する教員養成の現状と課題を，子どもたちへ
「声」を届け，子どもたちの「声」を引き出すさま
ざまな活動や実践研究を通して再考する。

声の力と国語教育
A5判　232頁　2400円 1674-5　C3337

坂爪一幸編著 指導や授業等の基本となる言語機能に焦点を絞り，
臨床神経心理学的な視点を紹介。実際の発達障害ア
セスメントを詳しく解説し，教師の対応について事
例から考察。

特別支援教育に活かせる
発達障害のアセスメントとケーススタディ
　発達神経心理学的な理解と対応：言語機能編　

A5判　244頁　2400円 1758-2　C3337
白石裕編 ２年間実施した現職校長を対象とするアンケート調

査の結果分析を通して，学校管理職に求められる力
量を検討する。その他，2007年に開催した公開シン
ポジウムでの講演と報告を掲載。

学校管理職に求められる力量とは何か
　大学院における養成・研修の実態と課題　

A5判　160頁　1600円 1952-4　C3337
沖清豪・岡田聡志編著 高等教育機関，とりわけ大学におけるインスティテ

ューショナル・リサーチに関する現時点までの研究
成果と知見をまとめ，大学改革における IR 導入の
課題と今後の展望を得る。

データによる大学教育の自己改善
　インスティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望　

A5判　216頁　2400円 2157-2　C3337
堀誠著 「読む」「書く」「話す」「聞く」という，漢字・漢

語・漢文のもつ根源的な力の発見と，その力を育む
ための実践的な方法の考案，教材や指導法を提案
し，「ことばの力」の源泉を探求する。

漢字・漢語・漢文の教育と指導
A5判　248頁　2500円 2158-9　C3337
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鈴木晋一編著 中学校・高等学校において，数学を創り上げるとい
う視点から，構成的な要素を補う教材としてグラフ
理論を取り上げ，幾何教材と離散数学教材の強化に
取り組む。

数学教材としてのグラフ理論
A5判　208頁　2300円 2253-1　C3337

三村隆男著 昭和初期，秋田県を中心に東北地方一円に繰り広げ
られた「北方教育」を考察，内在する「生き方の教
育」の本質を進路指導，職業指導，キャリア教育と
の関連において明らかにする。

書くことによる生き方の教育の創造
　北方教育の進路指導，キャリア教育からの考察　

A5判　192頁　2300円 2356-9　C3337
町田守弘編著 学会の50年の歴史を振り返り，早稲田大学における

国語教育の展開を追跡・検証する。国語教育の諸問
題をも洗い出し，国語教育の今日的な姿の解明と将
来への問いかけ，展望を行う。

早稲田大学と国語教育
　学会50年の歴史と展望をもとに　

A5判　138頁　1500円 2447-4　C3337
長島啓記編著 日本を含む各国の教育について取り上げ，比較，検

討。国や地域は背景に置き，「イシュー」（各国が解
決を迫られている課題や論点）を前面にだして比較
し問題群ごとに各国の課題を理解しやすくした。

基礎から学ぶ比較教育学
A5判　242頁　2300円 2455-9　C3337

小森宏美編著 社会科教育に期待されることについて各国・地域を
比較。東欧の事例から，複雑な状況の中，社会科教
育はどのように行われているのか，社会科がどのよう
な科目として位置づけられているのかを明らかにする。

変動期ヨーロッパの社会科教育
　多様性と統合　

A5判　134頁　1500円 2627-0　C3337

早稲田大学教育総合研究所監修

早稲田教育ブックレット

坂爪一幸編著 早稲田大学教育総合研究所による「“教育最前線”
公開講演会」を収録。読みやすい平易な文章で，今
日の教育的な課題や問題について専門家の視点から
解説。

3 衝動性と非行・犯罪を考える
A5判　128頁　1300円 1782-7　C0337

坂爪一幸編著 低出生体重児の増加の実態とその推定される原因や
要因，母親の胎内児の低栄養が招くリスク，医療現
場における発達障害や健康状態の最新の実態につい
て学び，考えていく。

4 「食」と発達，そして健康を考える
　　母親の栄養と赤ちゃんの発達と成長後の健康　　

A5判　92頁　1000円 1951-7　C0337
坂爪一幸編著 「脳科学」の基礎と臨床的知見に基づく教育法を中

核に，教材，発達とことば，心身の健康などをキー
ワードにして，「脳科学」と「教育」との有機的ジ
ョイントの方策を探る。

5 「脳科学」はどう教育に活かせるか？
A5判　128頁　1300円 2058-2　C0337



98　教　育　学

東日本大震災の経験を踏まえ，「環境法」「自然保
護」「食の流通」「情報リテラシー」といったテーマ
を軸に「環境」をめぐる事例や話題から身の回りの

「倫理」を見つめ直す。
6 「環境」と倫理を問い直す

　震災下での学び　

A5判　80頁　1000円 2233-3　C0337

3.11がもたらした数多くの課題に，工学，文学およ
び心理学の専門家が「学び，将来へ伝える」という
視点で，それぞれのフィールドから問題提起する。

7 震 災 と 教 育
　学び，将来へ伝える　

A5判　88頁　1000円 2283-8　C0337

近年日本では７人に１人の子どもが貧困状態にある。
自治体・NPO 等で子どもの教育，福祉に取り組ん
できた論者たちが，現状と支援の取り組み，今後の
展望を語る。

8 子どもの貧困と教育
A5判　42頁　800円 2373-6　C0337

高校の多様化にどう立ち向かうのか，それを担う教
員をどのように養成していくのか。「過去と未来を
つなぐ」教育の担い手としての教師の役割について
議論を深める。

9 高校の多様化と教員養成
A5判　52頁　900円 2374-3　C0337

国際数学オリンピックの目的，歴史，活動状況，そ
の体験，ならびに数学オリンピックに関する問題の
解説，教育的意義についての考察など，４つの講演
を収録した。

10 数学オリンピックにみる才能教育
A5判　42頁　800円 2445-0　C0337

教員養成の中で教師としてのキャリア形成をどのように
捉えるか。グローバルな視点からみた，わが国の大学の
現状，教員養成等の在り方に関する調査研究，教員養成
プログラムの改革に取り組む好事例などの講演内容を収録。

11 多様な教員養成の在り方と教師のキャリア
A5判　52頁　900円 2518-1　C0337

日本の子どもの相対的な貧困率の水準は OECD 諸
国の中で極めて高い。大学の奨学金の返済，ブラッ
クバイトなどの負担がある社会的な背景のなか，若
者が希望をもつために学校は何ができるのか。

12 若者の貧困と学校
A5判　84頁　1000円 2519-8　C0337

LGBT の概要や現状，また学校のなかで子どもたち
が困りやすいことや対応策などを紹介。当事者であ
りつつも，LGBT 問題の啓発に取り組んできた講演
者の実践と経験を交えた講演内容を収録。

13 LGBT問題と教育現場
　いま，わたしたちにできること　

A5判　56頁　900円 2534-1　C0337

現状の学校現場において，教科書などに数多く掲載
される絵画資料は果たしてどれだけ有効に活用されて
いるのか。絵画資料を活用した，豊かな歴史学習の
アプローチをめざす。授業の実践例の紹介なども掲載。

14 歴史教育の中の絵画資料
A5判　50頁　1000円 2640-9　C0337
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戦後の教育改革の中で，私立大学として最初に教育
学部を設置した早稲田大学。そのような歴史的な事
実をふまえ，その歴史を見つめ直し，将来的な教員
養成の在り様，次世代に向けての在り様を考えていく。

15 戦後の教員養成改革と私立大学
　早稲田大学教育学部の回顧から　

A5判　44頁　900円 2644-7　C0337

教職をめぐる難題と向き合いながら，私たちは，大
学における教師教育にどのような可能性を見出して
いけばよいのか。教師教育のあり方を主体的に捉え
直していくための試み。

16 早稲田大学が創る教師教育
A5判　126頁　1500円 2721-5　C0337

CBI・CLIL・EMI の再定義や実際の取り組みや調
査等を収録。課題や問題点を整理し，それぞれの立
場や観点から，「内容と言語の統合」を考える。

17 英語で教科内容や専門を学ぶ
　内容重視指導（CBI），内容言語統合学習（CLIL）と英語による専門科目の指導（EMI）の視点から　

A5判　116頁　1500円 2722-2　C0337

瀬沼克彰著

21世紀の生涯学習と余暇

各地の実情，横浜，神戸ほか先進地の事例に参加や
現場から調査。ネットワーキング，人の養成，情報発
信，政府との連携策，民間教育事業とのタイアップ等
をしらせて，あくまで現実的に日本型生涯学習を活性。

市民が主役の生涯学習
四六判　259頁　2500円 0883-2　C3337

高齢社会・日本。職場から地域へと転換する高齢期
の余暇時間を，個人としての充実とともに，地域再
生，次世代へとつながる豊かなものにするためのノ
ウハウを，生活体験に基づいて多彩に論じる。

高齢余暇が地域を創る
四六判　288頁　2500円 1615-8　C3337

大学生き残り戦略としての公開講座の歴史，現状分
析，生涯学習拠点化，大学再生の為のリカレント教
育等について詳述，大学活性化について実務体験を
活かした提案をする。

発展する大学公開講座
四六判　288頁　2500円 1465-9　C3337

余暇問題について多角的な考察と余暇ライフのトレ
ンドの分析をし，各世代の余暇実践や活動の変化を
明らかにする。また，企業や団体などの余暇事業へ
の取組みや活性化のための支援策を提案する。

進化する余暇事業の方向
四六判　288頁　2500円 1722-3　C3337

余暇参画が活発になっているシニア層は，新しい時
代のレジャークラス（余暇階級）であり，そのシニ
アが社会や地域で活躍することで，これからの日本
の余暇事業を展開し活性化することを提案する。

シニア余暇事業の展開
四六判　276頁　2500円 1878-7　C3337
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行政主導の生涯学習の後退が目立つなか，住民が進
める生涯学習の方法を求めて，全国的に調査・取材
した論稿を一冊にまとめ，これからの生涯学習が活
発になる材料となることをめざしている。

住民が進める生涯学習の方策
四六判　276頁　2500円 1971-5　C3337

受講者総数が100万人を突破して第二ステージにさ
しかかったわが国の大学公開講座を，代表的な10大
学の取材調査から今後の活性化に役立つノウハウを
提供することをねらいとしてとりまとめた。

第二ステージの大学公開講座
四六判　296頁　2700円 2001-8　C3337

自治体の対応策としてシルバー大学の五事例と地域
活性化の大会などイベント四事例を現地取材し，今
後の地域活動の促進策についての材料を提供する。高齢者の生涯学習と地域活動

四六判　288頁　2800円 2113-8　C3337

前半で生涯学習の新しい動向（行政・カルチャーセ
ンター・大学公開講座等）と事例，社会参加の状況
をまとめ，後半で西欧の余暇思想，最近の関連文
献，昭和期の余暇論をまとめた。

生涯学習の新動向と余暇論の系譜
四六判　252頁　2800円 2240-1　C3337

瀬沼克彰著

余暇と生涯学習の推進
余暇社会実現に向けて，行政・民間の各レベルで活
発な取組みがはじめられ，生涯学習も新たな転換期
を迎えている。

余暇社会の実現は，わが国において大変難しい。本
書では，人びとが豊かな余暇能力を身につけること
と，場づくり，条件整備等に力を入れることを通し
て実現への道を模索することを具体的に訴える。

余暇社会をデザインする
四六判　314頁　2500円 0465-0　C3337

余暇の文化創造機能を中心に，地域における現状・
課題を考察。余暇をいかに地域文化創造に役立てて
いくか，実践例を織り込みながら説述。地域づくり，
地域活性化のハンドブックとしても活用できる。

余暇と地域文化創造
四六判　272頁　2427円 0585-5　C3337

近年ますます活発化し，各地で導入されてきている
生涯学習ネットワーク戦略をその考え方，民間活力
の利用，事業面の連携策，情報面の連携のしかた，
人材面の連携への提案，の視点から多角的に叙述。

生涯学習のネットワーク推進
四六判　284頁　2427円 0657-9　C3337

行政は推進，振興に代って支援，援助が主たる任務
になるであろうことを，地域の革新策ととらえて，
施設，団体，関連機関のあり方，ソフト対策，まち
づくり対策などについて多くの提案を行っている。

地域の生涯学習を革新する
四六判　274頁　2500円 0749-1　C3337
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大串夏身・金沢みどり監修

ライブラリー 図書館情報学

渡部幹夫著 生涯学習を担う重要な場，即ち就学前や，学校卒業
前の学びの拠点が社会教育施設であるという立場に
立つとともに，社会教育施設が非日常的な施設ではな
く日常的な施設として活用されるべき視点でまとめた。

１ 生 涯 学 習 概 論
A5判　176頁　1800円 2578-5　C3300

大串夏身・常世田良著 図書館という施設，考えや活動，住民に提供するサ
ービス等を解説する。また，高度情報通信ネットワ
ークを基盤とする新たな社会のなかでの，図書館の
役割についての可能性も探っていく。

２ 図書館概論〔第二版〕

A5判　168頁　1800円 2441-2　C3300
日高昇治著 司書が身につけるべき情報技術に関する知識につい

てわかりやすく解説。公共図書館を念頭に大学図書
館などの業務にも配慮。図書館の利用者，スタッ
フ，経営者の３つの視点を取り入れて記述した。

３ 図書館情報技術論〔第二版〕

A5判　200頁　1900円 2720-8　C3300
柳与志夫著 図書館を支える法律・社会制度と図書館が，最も効

果的かつ効率的にその社会的役割を果たしていける
ようにするための経営について，その基本的な考え
方と仕組みを解説していく。

４ 図書館制度・経営論
A5判　152頁　1800円 2389-7　C3300

金沢みどり著 これからの図書館サービスの活性化に向け，図書館サ
ービスの評価，マーケティング，図書館ボランティア
の活用，ユニバーサルデザインの実現に向けた図書館
サービスについて，基本的な考え方や意義を論じる。

５ 図書館サービス概論〔第二版〕

A5判　240頁　2000円 2582-2　C3300
中西裕・松本直樹・伊藤民雄著 図書館において，どのような情報サービス，レファ

レンスサービスが提供されているか，サービスはど
う行われればよいかについて解説。今後図書館がと
るべき具体策についてのヒントを提供する。

６ 情報サービス論及び演習
A5判　164頁　1800円 2318-7　C3300

金沢みどり著 近年の社会的課題である少子化対策や子育て支援
等，広い社会的視野から子どもや彼らを取り巻く環
境・動向を踏まえ子どもを主軸におく児童サービス
の在り方を探る。2014年学校図書館法改正に対応。

７ 児童サービス論〔第二版〕

A5判　192頁　1900円 2470-2　C3300
伊藤民雄著 情報資源そのものについてだけでなく，提供者／利

用者双方の視点からの情報資源の発生，問題点・課
題まで包括的に解説。ネットワーク資源や電子資料
に関連した新サービスの動向も含めた。

８ 図書館情報資源概論
A5判　184頁　1800円 2304-0　C3300
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那須雅煕著 新たに図書館サービスの基幹業務となる「情報資源
組織化」の基礎的知識・教養と最新の動向を解説。
新司書課程「情報資源組織論」と「同演習」を一体
化し理論と実践の融合を図る。演習問題も豊富。

９ 情報資源組織論及び演習〔第二版〕

A5判　232頁　2100円 2592-1　C3300
綿抜豊昭著 司書養成新カリキュラムに沿って図書・および図書

館の歴史の概略について述べる。これから図書館司
書をめざす人々を対象とし，個性的なものではなく，
あくまでも客観的に必要と思われる知識をまとめる。

10 図 書・図 書 館 史
A5判　142頁　1800円 2436-8　C3300

二村健監修

ベーシック司書講座 図書館の基礎と展望〈全10巻〉

二村健著 司書をめざす学生のために図書館の構成と機能およ
び図書館員の仕事などを初学者向けにわかりやすく
まとめ，2012年度からの新課程に対応させたベーシ
ックな教科書。

１ 図書館の基礎と展望
B5判　140頁　1800円 2191-6　C3300

齋藤ひとみ・二村健編著 新司書課程科目に対応したテキスト。情報技術やネ
ットワークに関する内容について，歴史的背景から
仕組み，現在の動向といった幅広い内容を把握でき
るよう，具体例をあげ，わかりやすく記述。

２ 図書館情報技術論
B5判　140頁　1800円 2192-3　C3300

榎本裕希子・石井大輔・名城邦孝著 現在の図書館のサービス対象は従来の紙媒体中心か
ら多種多様なメディアへ拡がるため，特性に合わせ
た組織化が求められる。その組織化に関する規則の
難解さをやわらげ理解しやすいよう配慮し解説する。

３ 情報資源組織論
B5判　160頁　1800円 2193-0　C3300

竹之内禎編著 単に資料を利用者に渡すだけではなく，図書館員の
側が相手を理解することに努め，本当に有用と思わ
れる信頼できる情報・情報資源を，知識を総動員し
て提供するという情報サービスの本質を説く。

４ 情報サービス論
B5判　128頁　1800円 2194-7　C3300

手嶋孝典編著 図書館法などの図書館関連領域の法規，図書館の制
度・政策・経営について学ぶ教科書である。公立図
書館の図書館政策・経営・運営に関する部分では，
めざすべき具体的な図書館像を示した。

５ 図書館制度・経営論〔第二版〕

B5判　160頁　1800円 2701-7　C3300
望月道浩・平井歩実編著 学校教育を援助し家庭環境の向上に資するために，

図書館はいかに子どもの学びに寄り添えるか。保育・
教育のまなざしをもちながら子どもの成長・発達に
寄り添う「児童サービスによる支援」を考える。

７ 児 童 サービス論
B5判　128頁　1800円 2197-8　C3300



教
　
育

教　育　学　103

藤田岳久編著 図書をはじめとする「情報資源」の類型や特質，図
書館での扱い方，とりまく環境などについて，また，
近年著しく発展している電子化情報資源について学
ぶための書。

８ 図書館情報資源概論
B5判　128頁　1800円 2198-5　C3300

福本徹著 図書館活動と密接不可分な図書館施設について解
説。図書館新設・改装や図書館活動の際に司書とし
て必要な知識を集約した新司書課程科目『図書館施
設論』対応テキスト。

９ 図書館施設特論
B5判　128頁　1800円 2199-2　C3300

千錫烈編著 社会・文化・技術の発展に関連づけながら，図書・
図書館の歴史について学ぶ。エピソードや背景など
を盛り込み，巻末に資料を多く採録するなど，初学
者にも興味関心がわき理解しやすい内容構成。

10  図書・図書館史
B5判　272頁　1800円 2200-5　C3300

〔近刊〕
6　図書館サービス概論

山本順一・二村健監修

メディア専門職養成シリーズ

山本順一編著 司書教諭課程，司書教諭講習のテキストとして教育
基本法等の改正を踏まえつつ，学校および学校図書
館とその環境の変化，および今日までの学校図書館
の成果を総括した。

１ 学校経営と学校図書館〔第二版〕

A5判　176頁　1800円 1754-4　C3300
緑川信之編 学校図書館メディアの構成に関する基本的な知識を

概説。電子化や図書館管理システムの導入，教育課
程の変化など近年の学校図書館をとりまく変化に伴
い編纂された第２版。

２ 学校図書館メディアの構成〔第二版〕

A5判　176頁　1800円 1789-6　C3300
渡辺重夫著 学習指導における学校図書館メディアの利用につい

ての基本的視点と具体的な指導方法を取り扱う。レ
ファレンス・ブックの見直し，各文献の解題を詳細
に書き直すなど加筆修正を行った第３版。

３ 学習指導と学校図書館〔第三版〕

A5判　192頁　1800円 2349-1　C3300
黒古一夫・山本順一編 アナログ行為の基底ともいうべき「読書」の意味や

意義について具体的場面の検討から見つめなおす。
児童や生徒に「本＝ことば」を届ける側にあるもの
として，「読書論」を構築する手引きにもなる。

４ 読書と豊かな人間性
A5判　192頁　1800円 1642-4　C3300
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二村健編著 図書館情報メディアの意義，特徴，活用法について
多角的考察した日常的な司書実務の実践的ガイドブ
ックの改訂版。また，情報リテラシー教育や著作権
教育の学習にも最適。

５ 情報メディアの活用〔第二版〕

A5判　184頁　1800円 2073-5　C3300

心　理　学

ヴィゴツキー著／柴田義松監訳 精神発達を文化的・社会的環境や教育との関係の中
で捉え，幅広い理論的考察を展開。ヴィゴツキーが
自らの研究方法論に基づく精神発達の理論を体系化
した「高次精神機能の発達史」の邦訳ここに復刻。

文化的-歴史的精神発達の理論
菊判　416頁　品切中 1454-3　C3011

ヴィゴツキー著／柴田義松訳 「芸術から作者または読者の心理を推論する」ので
なく，「作者や読者にはかかわりのない純粋の無人
称芸術心理学を研究する」という幅広い分野への示
唆に富む巨人・ヴィゴツキーの文学理論の全訳。

芸 術 心 理 学〔新訳版〕

菊判　384頁　3000円 1585-4　C3011
ヴィゴツキー著／柴田義松・宮坂琇子訳 現代性とすぐれた実践性を備え，昨今内外で関心の

高まるヴィゴツキーの心理学説をより詳しく理解す
るために重要であり，日本で未だ紹介されていない
12点を選んで翻訳・解説した必携書。

ヴィゴツキー心理学論集
菊判　280頁　2500円 1846-6　C3011

ポーリン．ボス著／南山浩二訳 行方不明や離婚での別離など，家族や恋人ら親密な
人との‘曖昧な’別れは人々に非常に強い苦悩を生
じさせる。この「曖昧な喪失」とどのように向き合
えばよいのか。その出口をみつける道標に。

「さよなら」のない別れ別れのない「さよなら」
　　あいまいな喪失　　

四六判　208頁　品切中 1412-3　C3036
ジャン．ドレイ・ピエール．ピショー著
菊池貞雄訳

身体的な基盤を重視しながら現存する精神医学的，
心理学的事実を織り込みつつ米英独露また仏の心理
学者の業績を数多く紹介。精神科医，臨床心理士の
日常の実際の臨床に役立ちうる懇切な構成。

医学的視点からの心理学
A5判　607頁　9500円 0808-5　C3011

ハワード．グリュツナー著／菊池貞雄訳 アメリカの監察医で，精神保健・精神遅滞センター
高齢者部門所長のハワード・グリュツナーが詳細か
つ徹底的な調査にもとづき，アルツハイマーに対す
る実証的なケアの方法と最新の知識を解説。

アルツハイマー病〔完全版〕
　　介護者のためのガイドブック　　

B5判　392頁　7000円 2107-7　C3047


